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「1ゲームがつ < りた < てたまんな < なる系1 
「ゲームプログラミングツール屮以〇」專用)」に「ケ_ムブログラミング解拔本_(が 

ゲームづくりを解りやす<教えてくれるんだと〜せんBASIC解眹書もBASIC文 
法書もついてるそ詳しくは下の小林クンの例を見よう/ 

Z日本語処理楝能だって標筆装備さ/ 

F1XDJではMSX2+の櫂準仕樺滇字BASICとJIS第1水準漢字ROMに加 
え，（JISS2水準漢字ROM>と約150,000語(權合S&含む)の内蘆された逢文 

節変換辞書ROMも榧準装钃MSX檷準日本1吾処理機能（MSX-JE>も内戤 
もうこれで日本語はバッチリ 

3J FM音源、臨場感あふれるゲームの音だ 
8オクターフ9音同時発音，メロディー6音‘リズム3音、音色データ64音、 

リスム5音のスグレモノのFIVI音源もちろん今まで通りPSGも转摘 
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特集 コンストラクシヨンの野望 
I、ままで、コンビユータの知識がなし\ばかりにゲ 

—ムを作れなかった人たち。その人たちの中にも、 

素晴らしいアイデアや卓抜したセンスを持った人 

がいる。じっさいに：吉田工務店:やアドベンチ 

ヤーツクールで作られたゲームがMSXマガジ 

ン編集部にたくさん寄せられた。今回の^寺集は、 

その中からとくに優秀な作品を紹介するそ。 
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38年に発売されたすベてのソフトを網羅。ユーザー必携の1冊だそ！ 
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MSX SOFT 

irop 
；±i 先月の 
ソフト噸位 mソフト名 

O1-テイスクステーション創刊号 

0 2 -ラスト•八ルマゲドン 

3 5 FMパナアミューズメントか-トリッジ 

30 
0 4-マイト•アンド•マジック 

今月は大激動のTO P30になってしまいま 
した。上位5本のうち新顔^4本も丨珍 
しいほどの変貌ぶりだね。ディスクステー 

シ3ン創刊号は圧倒的な差をつけての1位t 
なかなかやってくれますなあ。それにして 

0 5—クレイテストドライバー 
6 2イースI 

0 7-めぞん一刻•完結篇 
8 3蒼き狼と白吉牝鹿ジンギスカン 

9 6イシターの復活 
10 4王家の谷エルギーザの封印 

〇 It -ウインクマンスペシヤル 

12懦長の野望•全国版 
3it三國志 

THEブロ野球激突べナントレース 
9アレスタ 

B 24シンセサウルス 

1〇パロデイウス 
7ェクザイル 

913クUムソン 
2〇 28ファンタジー 

も先月までの3大勢力はもののみごとに打 
ち落とされちやった。さて、新興勢力がこ 
れからどこまで伸びるか、楽しみだね。 

ジャンル 

(^1アクシaン 

_ D — Jレブレイング 

透) アドベンチャー 

ユレ〜■ン_3ン 

集計方法 
二のラン+>グは、9ベーシにSf.ili子れ 

ている全KiOMiJS協力店から拆せらわた, 

.碑のゲ…ムの斯光本数に寒.づf _十さ 

アプリケーシ3ン 
れたもので_IJ 

集計期間 
テ-^ブルゲーム TSE&年tO月t日から1。月31日まての期W 

か対免.とな-)ていまJ 

6 TOP30 



メーカー名 対応榧裰 メディア 価格 _シヤンル 得点 

コンパイル MSX2 2DD し980円 1 m 6330 

ブレイングレイ MSX2 2DD 7,800円 [ 剔 3340 

パナソフト MSX メガ ROM+SRAM 7』00円 2860 

スタークラフト (VISX2 200 % Mm 2260 

T&Eソフト MSX2 200 7,800円 | 薦2250 

日本ファルコム MSXZ 2DD 7,800円 I2110 

マイクロキャビン MSX2 メガ ROM 7,800内 耳 1900 

光栄 
MSX 
MSX2 

メガ ROM + SRAM 9, BOOB 
9 f 800円 

孕 
LSL 

1 1850 

ナムコ MSX2 メガ A01VI 6,800円 さ 1440 

3ナミ 
MSX 
MSX2 

メガ ROM 
メガ ROM 

5100円 
5,800円 _ 1420 

エニックス MSX2 2DD 7,800円 
レ\ 1 1410 

光栄 
MSX 
MSX2 

メガ ROM 
メガ R0M+SRA1V1 

9,800円 
9,800円 S )1370 

光栄 
MSX 
MSX2 

メガ ROM 
メガ ROlVt+SRAM 

12,抑0円 
⑷800円 匡 1200 

コナミ MSX2 メカ ROM 5,800円 (M 
l”t」 1 1190 

コンパイル MSX2 メガ ROM 6 j 800円 {M 1110 

BIT2 
MSX 
MSX2 

メガ ROM 
メカ ROM 

6,800円 
6,800円 J 740 

コナミ MSX メガ ROM 5,800円 
ffi 

) 710 

日本テレネット MSX2 2DD S Jr 800円 慶 ) 650 

スキャップトラスト MSX2 
IV1SX2 

メガROM+SRAM 
2D0 

7,200円 
6,800円 M ) 490 

ボーステック MSX2 2DD 9,円 _ ) 450 

忍限位盟ソフト名 メ-力-名 グ$ _位5^ソフト名 メ_力-名 

2116コナミの新ID倍力_トリツジコナミ 2615 F-1スビリツト コナミ 
2214ドラゴンクエスト]! Iニックス 27 21日本腰MSX-WriteE ァスキ- 

〇 23ー フイードバック テクノソフト M 23麻雀懦空 シャノアール 

24 22八イドライド3 t&eソフト 29 25ワールドゴルフI エニックス 

2517イソこ-/日本ファル3ム 3016パナアミ^"ズメントカートリツジバナソフト 
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ゲームじやないのにいきなりトップの座[二 

おどり出てしまつたテイスクステージョン 

創刊号,お見事なことですほんと{:付録の 

ソフトカタ□グの下半期roP30でも、創刊牮 

備号ががんばつているしやつはりみんな、 

一刻も早く新作ゲームを試してみたいんだね, 

この号はぐざゆわんぶらあ自己中心派、_ゼ 

ビウス.といった超話題作がぎっしり詰まっ 

ているのだそリゃあ贯いた < なるのも無理 

はないよねディスクステーシ3ンの発売日 

は偶数月の8日（Mマガと同じたよ）売り切 

れないうちにどうぞ！ 

2ラスト•八ルマゲドン •RPG •ブレイングレイ 

本格派口ールブレイングとして発売前から 

話題沸陕のラスト■ハルマゲドンがIやつ 

ばりものすごい勢いて上がってきたそいき 

なりの2位だものね、泊手拍手,： 

舞台は人類が滅亡した後の地球..，そして主 

役はなんとモンスターで、敵がエイリアンと 

<ればなんだかおそましい感じがしちゃう 

てもその数奇性か、かえってゲーAを面白く 

してるんだよねお年玉て買おうって思って 

いる人も多いんじゃないのかな 

さてさてこめすさまじい勢い、來月はどう 

なるのて•しようか.お楽しみ(二， 

Mパナアミューズメントカ-トリッジ•” 
2力月連続の5位から、3位へと蓊実な進 

歩をとけたバナアミューズメントカ-■卜 

リッジムアフリケーシaンなのにこの人负つ 

ていうのはさすがたそれに大先鯓のハナア 

ミューズメントカートリッジも、ぎりきりの 

30位でまだまだ健在なのですたぶんこの 

FMPACも、二れからしはらく TOP30に君臨 

することになるでしよう.， 

ゲームミユージックをただのBGMとして 

だけしゃなくて、一人前の音楽として楽しむ 

人が増えてきているんだねさてさて采月は、 

^位の座をねらい打ち、かな？ 

「义〇ット覉V7-y^f' -^j 
き:sirji論？jとMU)た 

今月の注目ソフト 
7位めそん一刻•完結篇 
発売早々いきなり？位にはいって 

しまいました.さすがに幅広いフ■? 

ンを持つめぞん一刻た：それにこ 

れが完結篇だから、あこがれの響子 

さんに会えるのもこれで最後なわけ 

なのよね.：やつはリこれは賈つてし 

まつよねえ 

吉田工務店—が念願の彳位を果たしましたや 

みつきになっちゃった人がいっぱいいるんだろう 

ね^今月もおかげさまでMS.Xマガジンのソフトが 

TOP3の座を拽占新参者ではそわそ-わ—るど. 

がいきなりの6位に輝いてしまいましたS位の 

第4のユニット2、10位のサ*クックスどち 

らもこれからがとっても楽しみなソフトたよね. 

お年玉を手に、：？ケルをのそいてみてはいかが 

ランクソフト名 メーカ™名 mm TAKERU1S 格 

1 吉田工務店 JVTSXマガジン MSX2 3-500RC3 5D) 

2ラドラの伝説 マカジン MSX.MSX2 2,000円(3 

3アドベンチヤーツクール MSX7カジン MSX2 3,500円 ¢3.50) 

r4願少女館 アイセル MSX2 3-細円(3-5D) 

1 5ガイアの紋章 NCS (V1SX2 4^00^(3,50? 

p6そわそわ一るど MSXマガジン MSX2 3」500円（3.50) 

7 麻雀狂時代Special マイクC3ネット MSX2 5 メ加円(3.50} 

「8新ベストナインプロ野球’37版 アスキ_ MSX? 5,抑0円(35D) 

| 9第4のユニット2 テータウェスト MSX2 5,400円（3.5D) 

10ザ•タックス M5Xマガジン MSX, MSX2 2测円(3.SD) 

•"丹7H珙的 
8 TOP30 



やったね.発売早々4位にラン 

クインしてしまった7マイト•ア 

ンド•マジ，yクム発売0にお金を 

にぎりしめて、お店に駆けつけた 

人もいるんじやないのかな。 

含蓄のある壮大なストーリーが 

魅力的な、□ールフレイングゲー 

ムの秀作なのですストーリー展 

閣が単純じやないから、いろんな 

と二ろで頭を悩ませられちやう 

そうこうしているうちに、気がつ 

いたら朝になってたりするかもねa 

そんなこんなで、やり始めたら 

止まらなくなっちゃう二のゲーム* 

冬休み【二ぜひともおすすめしたい 

ゲームなのです.来月も®爱して 

あげましよう 

待ってたんだよね、こういうパ 

ースへクティプ、速近法なレーシ 

ングゲーム:自分がハント—ルを搵 

ってるんだ、っていう感じのド迫 

力が魅力なのだ。 
というわけで、疾風のごと < 今 

月のTOPSにお日見えしたァグレ 

でブレイするもよし、2人でブレ 

イするもよし、だよね。思わず体 

イテストドライバー人，本物のコッ も一緒に動かしてしまいそうな二 

ク匕ットさながらのSttl類か目の のアクションゲーム、折からの力 

前にあるんだから、これはやはり ーレース，ブームに乗つて来月の 

燃えてしまいます,:.もちろん1人 成娥やいかに？ 

TOP20 
3力月通統T1位だつた激へ ディスクステーシヨン創刊準備 

ナがついに陥落代わりにイー 号は大活鏺だね:シリーズもの 

スQがドカーンと1位の座へ。 は号数を必ず明記してください 

知ク 前回 ソフト名 メーカ—名 得票数 

! 2 ィースn 0本7アルコム 1017 

Z 1 THEブ晒i*激突べナントレ-ス コナミ 931 1 

! 3 3 八イドライド3 T&Eソ7卜 579 

4 4 信長の野望，全国版 光栄 451 

'5 6 :^國志 光栄 3511 

6 石 蕭き狼と随ft®ジンギスカン 光栄 332 

~7 7 パロディウス コナミ 315 

8 B ドラゴンクエストn iニックス 263 

9 9 イーフ V二一/日本ファル3ム 229 

1 10 10 グラテイウスI 3ナミ 124 

11 It F-1スピリット 3ナミ 112 

[\Z n アレスタ コンパイル 11! 

13 u 抜忍伝説 ブレイン*グレイ 82 

14 13 シャDム コナミ 76 

15 15 大戦略 マイクaキャヒン 75 

16 17 沙羅變蛇 aナミ n \ 

17 IB ガンダーラ エニックス 67 ； 

18 -~ ラスト•八ルマゲドン フレイン•クレイ m\ 

19 一 ディスクステーション創刊準備号 3ン，くづ^レ 66 

20 f6 ジーザス ソニー/エニックス 64 ! 
• lT^ 3日現右 
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本格派SFアドべ 
ンチヤー登場！ 

1G月号でも紹介したん 

こ二でストーリ 

をもう一度 

21世紀後半I史上初の 

^恒星間有人採査機となっ 

た6セフテミウス2〃はへひ■つかい 

座バーナート星系での任務を終え 

地球への掎逯【こついた。 

しかし、冥王星から2DG憶キロ 

の地点でセブテミウス2は外部か 

ID MSX WEW SOFT 

らのコントロ ールか不能となり， 

メインコンヒュー;5? *ラクーレ"も 

不可解なメ ■/セーシを最後に通信 

を絶ってしまった-“…。 

二の異常車態に対し、地球側は 

8 -名の航宙エキスハートの派遮を 

決定かくして調査団を乗せた救 

命朗"キャサワり一"はセプテミウ 

ス？を捕捉船内調査を開始した 

そのころ1地上てt異常か起こ 

っていたラク—ンの設計者のシ 

ュルツ博士かカリフ』毎の小島に軟 

禁されているとの情報か入ったの 

た’政府は博士救出のため、工作 

員を密かに潜入させた……、 

お待たせいたしました 
ようやく rサイオプレ—ド」発 

売ですいや一長かったnしかし 

持たせたそのぶんだけ，すごいSF 

アドベンチャーゲームになってい 

るようですよ 

まず、左の画面を見てください 

宇宙編の導入部分なん/1こけと\攝 

やテンホがじつに*映画的’フ 

レイヤーU映画をS見ているかのよ 

だ.I^IEL Vw I 

さあ、今年もお正月の季節がまいりました。MSXニューソフトも 
たくさん出る時期です。お年玉で何のソフトを買お5かな一、と 
迷つている人も多いのでは。ココは、そんなキミに贈るコーナー 0 

サイオプレ 
PSY-0-BLADE 

TSEが久しぶりに放つアドベンチャーノサ 
イオブしード“発売の前に、このゲームの 
内容のおさらいをしてみよラではありませ 
んか。これを読めは、どれだけすこいアド 
ベンチヤーなのかが、わかつちゃラのだ。 

J JHm 驗 I i n — 

技命阳キrザワリーか、セフテiウス？を硕竑い，たい轧内て何が妃のめ 

新世代アドベンチヤーだつ 

_H内に0^^t'sAこの先' 

诹銮B1に何か待ち受けてい^のか 



何と葚つてもこw-ム遙太の9 

リは^全編フルアニメーションつ[! 
ということ。たとえは*プレイヤー 
が碑週を見るtタバコを暌ラ，とい 
ラ細かい1¢作をするときも■、きちん 
とアニメーションし乙<れる&映画 
のよラな演出t期待してほししk 

■ MilHi 
niiiM 
iiiiliM 

ll)->ilil•■• 
Mi—Slllfr- 
■ I 
iiii**fiiH» 

li-，l*lll—I"卜 
!IMIIilkUi||(l I 

|||U|11111241||Mi Hiu- 
1 raillinriiiiii-rtilllli 
H49411111MiJIls-rii illi 
I 11114-Mllll 
I ' 山".. 

lllitiillit-Mm 
IIIH-iilllr—III*- 

IMHIIII,—…1 

他上.編の主人公。i邦悄爾局工作,の四錄〇 
ニュー□コンピュータ'"ラクーン'の主設i十 
者であるブji-ノ-シユルツがキユー代中 

サ9ス八チエツト島[二縛われているとの！角 
報を入手、马士の手がかりを探しに潜入0 

*ヒ3 —イの忡ルイ 

スの飼っているアレキサ 

ン？一という名のお拽さ 

ん萏もでさちゃうのよ 

T件の原因となったセプテ三ウス 
Emmmo宇南_で活镅するb 

この舶内を麵することが最初 
の0的となる茨人公のキースとと 
もに,ドラ7を盛り上けてくれる彼 
らもゲームを進めるろえて-大芈なキ 

vラクターたちなのだeさて、彼ら 
取舌m\いかに7 

m 

手苗蹁でプレイヤーか故る壬人公。 
アメリカ1111で、歷といぅ若さ 
ながら、MLT.を苜屜で卒芡U 

省特跑航街士。ま、一般 
諸_私らと，項って、超エリート 
なわけです。m.mmuutz\ 

み任感も強しkただ、やや像嚷不 
/_fて女性と話すのが苦手だそうだ。 

tM 

右から宇苗機紐工学技師て-あ 
a元齡■軍のエース八イ 
ロットたつたマイケル*ウォ 
-h0今回の任務のリ_ダー 
てあ a 宇宙皙主席航©土の 
□一八一卜.グレンnキヤサ 
ワリーのナビゲーターを務め 
る航宙力字の.等J3儒、ポフ• 

八スラム〇破ら：3人も宇s谨 
の超エリートなのたc 

アドベンチャー 
■T&E：ソフト 

■MSX2-J0D 

■ビテオRAM128K 
■ メイン RAMMK 

■1?月17日発売予定 
■砭格8,800円 

うな感覚てスト™リーを進められ 

るのた.それだけではない100シ 

ーンちか< bあるクラフイックに 

アニメー シヨン処理かほどこされ 

ており、セリフに合わせて口を動 

かすのはもちろん，話しかけると 

こちらに振り向いてくれたリする 

つまり、キャラクターひとりひと 

りか圓茴内で、寅技"しているわけ 

こういう演出が気分を高めてくれ 

るのたうれしいだよね 

ましこのゲームは探査機セフ 

テミウス£を調査する'^宇宙編〃と 

シaルツ博士を捜す'^•地上ITにそ 

れそ-れ主人公がいるこのふたり 

が交互【二活報し、それぞれのドラ 

マ_み含いながら物語が進んで 

いしと設定ti■凝っているんだ 

NElAf SOFT 

これからどうなる!？ 
そしてストーリーは続く 

地上編のヒューイは、相棒と共 

こ敵に見つかって捕らえられてし 

まうのた:，危うしヒューイ！て 

も二の先は自分の手でやってくだ 

さいねだってこれはアドベンチ 

ャーなんTすもの.どうやらf専士 

の誘拐と、セブテミウス2で起:： 

った奉件は深く関係があるらしい 

博士にいったい何が起二ったのか 

目の離せなL、ゲームなのだ。 

フルアニメーシ 

•マークフイールド 

キース•フクダネル 

で活躍する仲間たち 

るするする 

MSX NEW SOFT tl 



しそうでない人もめいっはい楽 

しめるのだおまけにグラフィッ 

クもキレイでvまるで絵芝居を見 

ているような展關これは一見の 

価個アリだァドベンチヤーゲー 

ムか苦手な人Xも莱直に受け入れ 

られそうなこのゲーム、貢ってみ 

ては、どうかしら？ 

t T —ムはこ--.-恭介の的:保.かb 5JUる 
さて、これからとうIようかなぁ_ 

凝H—弥 ^ 
恭介のいとこ<> 彥芒幼さかある 

tLちよつと背伸ひをしていると 
ころimるb彼©超能力は強力て、 
恭介以上だPこ0ゲーしVは筱ガ 
ボイントとなるであろラDけつこ 
ラナ▽イキなんだけど 

ティーンの三角関係がアブナ^!?ラブ\トーリ 

マンガやテレビアニメでおなじみの、あのまくれ 
オレンジ☆ロードHn'アドベンチヤーゲームで登場 

だ。はたして、夏休みのあいだに何が起こるのかp 

う〜ん、青春してる! 

週刊少年ジャンフに連mされ、 

またテレビアニメでもおなしみの 

この池乱原作を知らない人のた 

めに、ちょっとストーリーの説明.. 

主人公の春日恭介は、カメラマ 

ンの父親と双子の妹、まなみとく 

るみと共に、何度も引っ越しをし 

ていたのだとはいっても借金に 

苦しんでいたとか、そういうわけ 

ではもちろんない。なんと、韩日 

一家は超能力家族だったからた 

そんな家族を持っ恭介（もちろ 

ん彼も.超能力者）が中学3年のと 

きに引っ越してきた今の街で，一 

番最初に会った女のコ、黏川まど 

かにひとめぼれ.しかしッッバリ 

のまどかはしらんふり学校での 

I平判もあまりよ < なぃTも恭介 

はだんたんまどかに思、いを寄せる 

ようになる…' さあ、この2人は 

これからどうなってし|うのか!？ 

といいたいのだが、この物語は 

そうはいかない..まどかを慕う格 

山ひかるが現われた.そして彼女 

が恭介にゾッコン！というから、 

もう大変!！ひかるは横極的に恭 

介に迫るフツーならひかるにg 

もぐれす.まどか一途であろうは 

ずの恭介か、まぁなんともff柔不 

断！まと•かが好きだ、でもひか 

るも捨てがたぃ、と思ったか思わ 

なぃか、2人の間で描れ動く恭介._ 

若さゆえの罪か、恭介は自分の心 

がわからなぃまま、中字、荈校と 

鮎川まどか 
恭介ガこの街で最初に出会った 

女の!}。ルックスはいいけど、学 
校てはツツ/てッている芒め評判は 
良<ない。しかし、恭介によって 
だんだん心を_いてい<……0 y 
/ toフでアルy K卜ちしている〇 

青春時代を過ごしていく 

そして高校3年の要、最後の垔 

休み恭介は本当の気持ちをれち 

明けることにしたのだが.,, 

このヶ_Aは、兑休みが始まっ 

たところから始まるある日、田 

舎からおしいさんかやってきて、 

「もうすぐ春日家の特殊な能力が 

消えてしまうたが、消さすにす 

む方法かあるのしゃそれは、一 

釗も早く子孫を作るこごなのた」 

と言いはった.それを聞いた恭介 

は、この夏休みのあいだにまどか 

かひかるか、はっきり決めなけれ 

はならないのた。 

原作とは違ったオリジナルスト 

—リーなので，漫画を知ってる人 

檜山ひかる- 
溧どかの妖分てあ恭介にめ 

つぼ5イ乃レてい辑極的な行 
動力と、5よつびりセンチメンタ 
ルな心が1恭介の心を揺れK)か？n 

茂どかとは零実上ライ/ (ルで®る 
th本人はあ赛り理解していない。 

# Tツフな□ nのタイトル两衡■%个；！&:発中のものてす 

なにかを卷き起こすP: 
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35ぶな、、!？ 
ま孝じゃ)、2人とち「バイHイJ」 
つてなことC忍るかも。そろそろ 
決めなくては®15ないsまどかに 

するか、それともひかるか&ええ 

い、兼えS&ない男だな® II 

若さにあや荠芍13；フさちの。で 

も>6—、恭介つてあやまちの連続 

みたい。ひかると2.人つ60で会 

フていると、まどかが適りかかつ 

だりして。通が趣いみだい。この 

ものがいくつかあるめで、ここで 

紹介しておこうまずは登場人物 

前のへージに_せた4人のほかに 

も僩生の強い人たちがたくさん現 

われる里大発言した田害のおし 

いちゃんや美少年ハンターの異名 

を持っ広瀨さゆり（.恭介って美少 

年なのかなあ？hそしていと二の 

あかね（こいつがクセモノ！）、そ 

してクラスメイトのや八田、 

あかねがアルバイトしている1^茶 

店アバカブのマスターなど1恭介 

を助けたりジャ▽したりと1とこ 

ろどころで活翔1してくれるう一 

ん、なんか前途多難たなあ…… 

そして、6うひとつは超能力だ 

舂日家【こ伝わる4教条能力なめた:か、 

テレボーテーシヨンやタイムスリ 

ップ、テレパシーを使い分け、恭 

介の行く手を阻むアクシデントを 

うまぐ乗り越えなけれはならない 

おまけにその超能力、決してまど 

かやひかるたちに見られてはいけ 

ないんだからs困ったモンだ。ゲ 

—ム中ではいとこの一弥と力を合 

わせて（？）、なんてこともあるし 

ね..持つべきものは、超能力です 

超能力者はつらいよ!？ 
今はもう冬たけど、ゲームでは 

爱まっ盛り！海でエンジョイし 

たり、ディスコに行ったり（おいお 

い,高校生はダメなんしゃない？） 

して過こすのたでも、現実逃避 

はダメ 遊んでいても恭介の頃の 

中は、まどかとひかるのことてい 

っばいなんだからそうそう、二 

のヶーム(よコマンド選択方式にな 

っていて、中央のメイン画面の横 

にそれそれコマントが表示される 

そしてt画面左下にあるのかサブ 

画面ここには場所やアイテムが 

現われる；每なんかに行くときは 

ちゃんとここに電車が表示された 

りしてsなんとも心ニクイのだ 

ストーり一を盛り上げてく nる 

園て' ふたリブランコに揺られた 

り……。う一ん、いいム■■'ド.し 

かし、そんなときに限ってジャマ 

者か3見われるんだよねあ一あ、 

世の中って、うまくいかないなぁ 

ちょっと簡単かもしれないけど 

テンホよく進行するので、アキる 

ことなく一気に結末を迎えること 

ができるさあ、どうする恭介n 

ね| ?具体的な超能力の使いかた 

として考えられるものは-通学路 

から一瞬にして家に度る1とか、早 

を止めるとかだねでもそれがし 

っさいにあるのかどうかは、キミ 

がフレイして確かめてほしいのだ 

長いようで、ァッという間に過 

きてしまうよね、更休みってそ 

れは恭介たちにとっても同じこと 

宿題なんか放っておいて、時を惜 

しんでデートに励むのだ!！いつ 

もはバカはっかりやってる恭介も、 

グッとキメるときはキメるのさ 

それか男ってモンよ、ねっ！？そ 

うてすよ、超能力を使わなくった 

って、あのコのハートを射止める 

ことができるんだよね..まどかを 

遊圍地に誘ったり、誰もいない公 

.』■: ' —卞.：: 
おっと、こ;nはサービスf m然か、それとt 
介はなぜこんなところにいるのか、そして、磨 
る女性は稚ゃでち、ちやんと謝るんですよ、 とiとか f： $ 

てt软みたいね 

*ヒケがシフいマスタ 
にはニニて熟いユーヒ 

■ ,ir ，そりと岬Xりかえった羊校のクツ 
付近，vっはり睢いないのかなあ 

7^3?- j 
S-『J 

|«|拿貧， 

is 馨 piす#7 an<i*«SDDft Tcnif 

アドベンチャー 
_マイクaキャビン 

aMBXZ^DD 

■ヒテ’才RWI1?8K 

■ メインRAM64K 

■U2月発売予定 
_価格7,8⑽円 
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あつと驚くなめらかスクロールをいとも簡单にやっ 

てのけたのが、このrサイコワールドれ超能力を駆 
使して、モンスターの腐の手から妹を救L\だせ！ 

愛す5妹のため、お姉さんはガン\'i Jます! 

tこの古力子か.丰人公のJL■シア：んなヵワイイ 

ネか超斟tjをヒシハ->馋 t大活讲rるめ/. 

ルシアの大冒険だ 

ますは先月号の記事の訂 

正から主人公である双子 

の姉妹の名前を、Aバレリー 

と卜ーリーなと-宵きました 

か、"ルシアとセシル1二変 

更されました詳しいゲー 

ムストーリーについては下 

を昆てくださいね 

それては本10に入ろう-のゲ 

—ムはs妹をさらわれた主人.公の 

ルシアか、超能力を駆使してモン 

スターともと戦って、最終的[二妹 

を玟し咄すことが目的だ面数は 

前半が^後半か3の全8ワール 

ド各面ともいろいろなトラッフ 

はあるわ' 複雑なつながりになっ 

Tいるわで苦しめられる二と間邊 

いなした 

ルシアの睢一の武器は超能力の 

念波砲初めのうちは使える念力 

の#:類は少なし威力も弱いし 

かし、ホスキャラを倒したり.特 

定のアイテ厶を取ったりしていく 

うちにどんどんレベルアッフして 

いく什組みになってL、るのだ場 

所によっては、特定の超能力を使 

用しないと進めなくなることもあ 

るめで気をつけよう 

二のソフトのr二いと.ろは、なにもスクロ—ルだけに限ったわけ丨 

ゃない吟快なBGMに乗:った％芜しい才ーフニ/ダデモにf,トッキリ$ 

せられちゃうのたこのテモさえ見れば、ゲー厶ストー1J—がパッチリ 

で#る！という7ヶて\誌上て 1银り大^>開しちゃい| ?さあ' 

みなさん，Mマガ毪作刺場の始まりてすとくてこftあれっI 
#1抑x年，大自然に涵まれたなかに,制 
力を研究するESP研究所があ-ベ 

t -の入か命奴のtv ‘クm：鉍觔尤碎 

ヌの入老ちよ-t !3ワイ钟して去ね 

たいへんた* 

今の:«荦のす3 

■；-セシルがモン 

'ターにさらわ 

れた-!」 

會あく：日突た、硤究.明の_ 
辟で邐穽雎故ケ発生した！ 

會rtシルを助けられるのはキs Iかいな 

い！：ルレアは技ish力彻榀装'¥を.？t ^ tit- 

の味セシル' さらわれたル.:/ 7£J , 

ぢリの央を赍やして立ら上かる 

mx New soft 



NEW SOFT 

なめらかな動きの秘密 
さて、先月号で横スクo—ルか 

すごい！と舞いたら，「なぜすご 

いことなのかjとか「とうしてでき 

るのか』という質間があったので 

答えておこう MSX2は縦方向ス 

クロールは得意なんたけと横方向 

ii苦平で、ソフトのほうて’やらな 

ければならないそこて' 画®位 

茜を涌i£するセッKアジャスト機 

能を利用するという手がでてくる 

しかしその手を使うと画面全体 

か勧いてしまい、はしのほうのガ 

夕つきか見えてしまうそこで走 

蛮線割り込みという技を使い、別 

別に用意したスク□-ル固とステ 

イタス面を合成表示しているのた 

これでスク□—ル面のみを觔かせ 

はよいことになるまた、はしの 

ガタつきは上にスブライトを鼸い 

て隠してしまうことで解決してい 

る美しさの陰に苦労があるのた 

アクション 
■ヘルツ 

■MSK£-?DO 

■ビデオRAM128 K 

_メイン RAM64K 

■12月1S日発凭予定_FMPAC対応 
_価格6joa円 

L 
ワールド1 

野原 
齡初のワールトはホノボノとし 

た箱扭気心もゥキウキ.と思 

いさや、先に進むにつれてとんよ 

りとした豳が広がって、ぁたりを 

聞のなかへ引きすりこんでいく 

あたかもこれから起こる恐ろしい 

出来事を予告するかのように…… 

きや、スリリング！ 

マツフは很调な一本遒瞰の攻 

穿やトラッ71』たいし/ニニとはな 
いのて.サクッとクリアーしよう 

• 131： -1：^ ^ •-]キ 4 .レ-山 t _ てく る柷二 
J 11るふt V.. ◊ ; 了てぶろつし か把1杂め中Iヌ足む■とに注廉しろ, 

*ゝかたんla吨气m t いI 

t： t/肉かは1u:しそうな的しtzU 
• X! I ホスu一つtl。枵u 

い:?_ と芦「uofi ら-v 1 

熔y;地® 
ワールト1とはうって芄わって 

うす気味典い感じがするス7-ジ 
暗ぃ涧<つのなかで赤々とした 
溶岩がトクドクとAnているのが 
ぃかにt熱そうだ,二の面からは 
ワーフソーンが登場して、マツ7 

のつながりをより说雑にしている 
また、徹キゃラも火の王を叩方八 
方にまきちらして< るようなアブ 
ナイやつが出てくるなと、賜度 
が格段にアナフしているそ 

t の丄をま $ % 

等{;’5丨：Lシいt卜-\ J Aし，.み 

t ァの1:《车をははi大f【_.か聋味 
とつ.『れU通り认け，れるのか4 ? 

雩1.スし1:t八?:クラ如の,11; I : < 

の上 L. '4* わ.’:1ス V I ろ！ 

t An る宕 A上< '• v.'P h ty - m. i 
なりれUなぐない1T,,r:つ：P ■:イr 

ワールド3 ，.• ' ' ■'..1,.• *■ - 
氷河地帯 

、溶岩のなかを铵Iすると， 
そ-こはツメタイ永の海いきなり 
二んな温度差の;•教しいところに来 

tzb,雄、い•:■きり体調をく Tしち 
やいそう Ttnルシアは負けま 
辻んツルツルTベる床V逆にと 
がった痛そうなつららな匕よリ 
きひしさを爷した障害物を果りこ 
えてホスキャラのもとへ一直線！ 

•この面のホス、ホワイトr ^ =i-u 

ムチ'1.‘クテr く石い中:‘M5之：こに7 

•あ丄]k3 b ,映羊にすへ，.ち'1うよ 

> V .プ.乃タイ：ンクにををVけ，；フ 

■あらさitまりた，と货 ；•. 

JS路てセると：ろ.り无> nn.i 

ワHレド4 密林地带 
うす喑くvジメジメしたジャン 

クルのなかには恐ろしし做物の気 

配かいつはい！さらに极雜にか 

らみ合った木の枝傾の忍槊つ 

かるとくずれるキノコなどトラッ 

フも二れまたいつばい！こんな 

ところ、早くI兑出したいよ一 
* ：• t )とlたシヤン；？ルのtか1-， 

なせaか！ t;:セるのかフ 

二れまては自_なかが舞台だ 

.けこけど、この面は人工的な]M亦 
のなかて展開されるよってトラ 

ツフも1層複雑になった感じで, 

なかなか思うように進めないのた 

ニニをクリアーすれば前半戦終了, 

気を引きしめてとりかかれ:j ! 

邪神の遺跡 

■たれ/i -へとんなM tT, T适-rの 

わかしな'り廬H はせるせかあるr 

MSX NEW SOFT 15 



ああ、懐力ものゲニムたちよ、今ここに 

コナミゲームコレクション 
Vol.3 VoU 

は一い、才•マ，夕_セツ9 VoLK Vol-eに練 

いて今度のコナミゲームコレクション,VoL3と 
\Zof.4は、コナミがもっとも得意とするシューティ 

ングをはじめ、大好評のスポーツシリーズの第2弾 
ち入っているお買い得版なの。コナミフアン、注目！ 

m 

WZ>r yh.^* ■ li» ■* ■ J ■i JBiJi -i 41 ■善._ 4»|釋 _，■■，興_ • **■饜 L -.-'A *■ »»**.♦ • 
VdI.3シューテインクシリーズ 

MSX^ [: ^ァーケート哝丨なか.た？.i!キ！■ンt v / [ルケ' かいもん,f: •; / 

ることもしばしば相#の性格を 

知るにはもってこいのゲームでは 

あったね友達減るぞ一（？）,. 

お次は、:’スーパーコブラ，うわ 

一懐かしいなあ,はるか昔，ゲーム 

センターにあったゲームだコナ 

ミの横スクロールシューテイング 

は、ここらへんが原点なのかもし 

れないそしてパワーァッブもの 

の原点は、この’スカイジヤカー 

コナミの金字塔です 
先月の予告どおり、コナミケー 

ムコレクション_の第3弾' 第4 

弾の登場なのた'よしかし、本当 

にコナミってたくさんのMSXソ 

フトを出しているんですよねえ 

しかもそのほとんどが、今出して 

b売れそうなおもしろい6のばか 

り。この、0おもしろいみってトコ、 

ホイントね.古くたってtいいも 

のはいつまでもいい今こそこの 

消神が、見[Sされる時期なのてす 

さて、今月紹介するのはVol.3 

の『シューティングシリースと、 

Vo【.4のスホーツシリーズしの 

ふたつなのだa 

まずt Vol.3のシューティング 

シリーズひここは、コナミのもつ 

ともお得意とするシューテfング 

たちが入っているぞっ.辰初に紹 

介するのは、ゲームセンターでお 

なじみの『ツインビー 2人同時 

フレイができるので、ワイワイ遊 

べるのが魅力でも，パワーアッ 

プするためにべルの取リ合いにな 

あたりでは目機がバ7—ァッフ 

して強くなっていく快感を初めて 

味わえたソフトだったそれに当 

時、MSXでゼビウスのような 

餱スク□ールものがなかったので 

(そういう時代かあったんですよ:U 

これが発売されたときUMきまし 

tこ「コナミはMSXの限界を越え 

た！ jなんて言わnxたのた 

そして/タイムバイロット,;。こ 

れ6ゲ_Aセンターからの移植. 

なめらかな8方向スクロールがや 

る気をそそるゲームなのでした,.. 

1 B.a>A. ■ m »JL,B 
スーバーコブラ 

*地上ミサイルとUFOm攻シかャ-[r 1；: 

ヒしいillWtカメラ7レのオスス/ T -I 

スカイジヤガ_ 

i ^ , - • >の” <つり[こ現われ。ホスキv 

フを兑る/:めしかんUる人t %iy ! 

タイムバイロット 

tケームセンターてよ（やた• U と 

ff -たあ4たは、もう舌い人Tす 

16 MS)( NEW SOFT 
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八イバーオUンビック!！ 

•m-rf 

—较m 

*1TfJ メー;Mi.ハートル，ヤリ投け,走り 
也がf人地咖I&〇〇メートルをmi 

*トライフ、カ ト■ス7〆> i 〇-. -r:-ホめ&?かtjia キn v 7 _ 

_集部なんかても未だに遊んでい 

ハイバースポーツ3 

--；—-■-…'〜-...，••—... ...- - - 

こちらもお忘れなくね 
続いTVof.4はスポーツシリー 

ズI. VoL?のスホーツジ1』ーズ 

E,とあわせて持っていたいひとっ 

いや' スホーツものって1や 

っはりいいね地味なんだけど、 

奥が深い相対的にみる匕一番 

飽きがこないジャンルではないた 

ろうか、スホーツものって 

たとえは，3ナミのヒンホン. 

る人かいる.妙に遊んてしまうのた 

それと、ロス丑輪のとさに発表 

され人気をよんだハイハ--オリ 

ンヒックQ パワーよリもタイミ 

ンクカて©見のハイハ…スホ—ツ3. 

もある何とこれ、自転車競技が 

入-:)ているのた..愤本聖子の活睇 

を4年前に予見してい/このか？ 

コナミのサッカー，4コナミのゴ 

ルフもおススメ 2人で遊べるつ 

_与;t:tのカ リンクをはしめ、§ U來眩 

ik. tm.u^找崧桃ひか入..てるのた 

て、スホーツものの特權なのさつ 

とくにコナミのサツカーはf式合時 

間やオフサイドの有無も設定てき 

て，とてもェキサイテインクだそ 

そ.かRの 
，〆1 14 ...パ. 

I !»OT«>a«Va .ご _ 1 

海外バージョンなのさ 
そして、シューテインクシリー 

ズの嵌後に紹介いたしiすのが、 

あの名作、ネメシス.えっ、：■■存 

しない二りゃまたしつれ一…… 

ではないしゃ、グラチイウス， 

jて言えばわかるかな？ しつは、 

丰メシスというのはクラテイウス 

の外闰での名前海の向こうの国々 

ではこららの名前で通っているの 

です fの|£拠に、カートリッジ 

の上のほうや、ハツケージを良く 

^ると"NEMESiS〃つて杳いてあ 

'るのだいや一.MSXって国際 

巧なハソコンなんた:な一. 

また•_このコナミケームコレ 

クションへたた昔のケームを集 

めたたけと思ったら大マチカイ 

なんと、SCC対応ソフトなのた！ 

その方法Jスナッチヤー..の專用 

\ 2113 
■いかし.もレ■ーサ_ ! というSしの丧 

さなf:J：ちめvをこりんてnみら<■心/ 

サウントカートリッジをつけるた 

け スナッチャー』も手に入れな 

いといけないのはチト苦しいか,そ 

の分こnたけの迫力のあるBGMか 

キミの家で聞けるわけたからそこら 

へんは許してあけようではないか 

SCCは本来、繁務用のクラティ 

ウスなどて使われた、コナミ特製 

PSGの技術を受け継し、て•作られた 

ものつまりネメシスなとは笫務 

用とそつくりの8GMか聞けるのた. 

コナミフアンなら見逃せないそ 

曹キンク'*:!フ，スm_ツv tnか4r , 

力ーフ9 ■ンルの仳人プレイか私LJゼさ 

コナミのゴルフ 

«杈子ぬん(：りMSXてコルフ:い’ 

のt .たi iZUよろしいんし_.-ない7 

アクシ3ン 
_コナミ 

■ MSX-20D 

■ビデオfiAm&K 

_メインRAM敁K 

Mm 5B発売 
■価格4,8如円 

Vol.4スポーツシリーズI 

コナミのサツカー 
" 、J 1 ^ • — v —— w a.— 

E :, 

nナ///のピンポン 
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-79百万トル有幼 
n へ. 

iiini Ttjit ,JK3L 
J .ハ 
校戌择tb 

f>i.⑽〇人有功 

ラにiK器を送るに 
ホンジュラスかパナマ 
に年ミの軍が酌かれ—ご 
いなけれはならない。 
その他、集約_結 

で他国と自園の鬨係を 
深め5ことも坷能cケ 
ントーをいのる丨 

■:爪？々mmm 
へ 卿 

0 

力 ケ——ム 

さを 
え4有r_ 
る.i!. LLvm 

4ラク 

名(liR?T-..dt枣げ助 

O SM 
〇 2^7jK<[ Q 1H 

^iia \ n 8 11:|»卜‘ル 
2 0^1 .'1， 

55馆万ドル貧効 

地球の運命が、キミの指にかかってる! 

バランス パワー 
Geopolitics in the Nuclear Age 

by Chr Crr'Of 
by ASCII 

り er-siori by Naota Ishi k =ui^ 
¢5! ai^ce- Pow^h*-l£ a tr" 

0+ Mindscd Inc. 
Co^'d.ri-ijht lSiChilis Cra^fcrci* 

rtll Ri^htsr R#>?i=-rv^iS» 

キミは、アメリカ大統領かソビエト共産党 
汽記長になり、世界を治めていくことが要 
求される。とつちを選ぶ71アメリカ7 

OK。とりあえず、キミはブッシュだ。お 
ちついて、新政策をすすめていってほしい 

拝普大統領閣下ドノ 
二のタピは、アメリカ合衆国大 

統領にゴ就任おめでとうこ•ざいま 

したさっそくてすが、閣下、ワ 

タクシ、執務室を代表しまして、 
二こに『バランス，オブ*パワー 

という政策決定支拐機器をお竹ち 

しました。 

これは、ホワイトハウスと合衆 

国のすへての政府機関を恧結する 

端末装閩のひとつてす情報各機 

関に集められたデータを間ねし、 

経済•外交問題に問する政策の指 

示をすることができます 

m ■|>o；j(ji 15113" £ は地的政:trir; 
_S.Wの翊*合わ甘の」h T T 

之^ムを轴める1MIND3CAPE1ゲームの思閉 

mum m& 

米国_ 
VMM 

陳国とソ連め髟 と.-fめ襃 
ソュ車测 

>ft a 1 
n n 

*刪m,屮l‘h t級鬌用、ttx恶夢#レベルね,段々按濉に濰しくな 

一日も早く、この端末を使いこ 

なし世界を運営する者にな 

られてくださいそれでは' 声を 

高らかに、叫ばせていただきます 

……ぐわんばれ一！ 

_ていく 

と、このような手紙か、マニユ 

アルにふくまれている.バランス. 

ォブ.バワーはJ38S^、ァメリ 

力に登場した、世界戦a备を扱うシ 
ミュレーシヨンゲームだ 

しかし、といっても、齡 

争をおこしてはいけないところが. 

今までの'^■ウォーゲーム'と運うと 
ころだ:一旦戦争に突入すると. 

その場でゲームは終了し、両者と 

もが敗北者になってしまうその 

寒味では、第2次世界大戦後の担 

の中をそのまま取り込んだゲーム 

といえる,、核兵器のホタンが押さ 

れる瞬間を避けるためのケームが. 

二のバランス，オブ.ハワー 

そこには、*現実々という名のBGM 

が終始流れている 

画面には、地図が出てくるだけ 

て、ゲームのためのマス目は何ひ 

とつない..部隊を表わすようなコ 

7を使うこともないフレイヤー 

は戦争を行なわ 1 【こ、 勢力を增ゃ 

していってほしい,情報から判断 

される指示だけかh頼リのセカイた;. 

峰_诈安定化工作"て 
U,スハ1Tを使って 
行なっ政策を決定 

，外交間係の断か 

ら••咚による防衝仿 
定'ま T S fSPK 

r :k 
九 

何ごと(こも根回しが大切だ! 
必要な惘锹を手に入れたら,いよいよ 

政策を決定政策をilなラ国を.JK柄 
し、メニューバーの"政策"を選択。レべ 

ルによって、選べる政策か限らnrくる 

が（あい文字の去示は、爸の眄点c'は選 
沢できない）、そ®範卸の中でパランスよ 
<觔かしていかなければならないc 

また、このケームには：}叶.功の反政府 

勢力がいて、テロリスト、ケリラ，反乱 

駆と、それぞれ程度が大さくなるa•運命 
かおこ〇そラな囯を遇んで、政府を齡圯 
さ乜ようとする亡き、反乱の程担しよつ 
て' 输送可能な援助*がきまるのだが、 
E器を送りたし辟]の降®PIにキミのT防 
が配芯されてL \ないと，武器の鲚11はで 
きないdたとえは、ニカラグアのコント 

_I I I— II —■ 
HHtb> I 

ド丨《{ 
::-'eiioJ 1-- 

度；2 41'14 

•入r■トリつT1,.-て.3派手 

む：JTivuilえ i し う 

A.A 
力A.AAT1T1 

IJ>I-千•，{■万!,!.!> 
-¢1.a 111=.- 

-J砂 ！•- 
^§000. V: 

■尹螂の^.々:.::>,闽か。の'+ 
锌のflL'fitl丼^に敏來ズす 
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情報も大切です 一 

何はもくても倘報ですa—番大事な画面といえるのが、ここ《チェ 
ックを¢5さな〇にすると,踅をつかむよラなゲームになってしまラa 

そ©固の自国との関係、相手国との閉係力’、1'密接Vょのか”近げのか、 
%ぱのか'4;令たい〃のか."■熱い"のか膝速r困っ？:ざのか（才 
イ'しっかりしろ丨）確かめrおくことPアメリカの立場からいうと， 

1 里とも、遠くて、アメリカとは泠たい"国が結構アナ八だったりす 

^今ならこちらに引き込めるかもjと、决肋するべき丨A間だ 
ってそうでしょ&ライバルの男にメッボウほれてしまっている女の子 
と、ポクには冤はなさモラだけど' でもライバルのあいつにもそフけ 
ないそっていう女の子では*どちらに見込みかあるか&いわずと知れ 

てるわけだ。その思味では. 

祖手国との交渉でも同じ。ね 
ぱるか,引き下がるかのバラ 
ンスは、日常におし、ての人晒 
係のシミユレ'-シヨンにもな 

ってくれる。うまくアブ□一 
チして，揷々に徐々に，関係を 
熱<してIXんだ。万全の対策 

尸ブガニ.スタ 

k教巧玷ヵ 

I*幽ほ—叫 

反核科tt为 丄ジャへ テイン 

：^!I ■ ■iT^FKiin 
% I 

■反乱支持Tるた 
aMこはそめ徭め@にA 

分のMすを况{liする二 
tも忘れすに 

■ *7 < >ラ> 卜化—と 

いちのH中立围Tあ 

りなから、大国のす蓄 

下にい5■状呢を？す 

友好Sかない現® 

TT力.ニスタン 

年薅め変化 
i v_ASffl 

p千万ドルu 

?<A■'■ル} 

M靖:. 
袖妙な減少 

—ム 

つて 

国には、軍率樣叻や派兵をしてお 

<国を支えてあげるわけだま 

を進めるにあたってた、経済的に貧しい国や、臟交 

<るのが、'■■威彳§^と代によってクーデターが起こリや 

すい国にし掹助をおこたらない 

u威信"をタカめて！ 
このゲ 

カギとな 

いう数値これ^このゲームの 

ために作り出されたモノで^世界 

中の国から7レイヤーがと-のよう 

に思われているかということを表 

わした、いわは人気得表数8年 

間\蛀争を行なわすに地J求を治め、 

かっ、この数値か相手より高かっ 

たフレイヤーが勝利者になる 

まず、最初にやるべきことは、 

情報の把揮それぞれの国をチx 

ツクして、その国がアメリカの味 

方か1ソ浬の味方かを知っておく 

ことが必要そして、スウェーデ 

ンのょうな中立国には播助を送っ 

て、味方につけてしまえは■、ラツ 

キーまた' アメリカともソ連と 

も伸の悪い国には、その国の反政 

府承に自国の兵十を派兵し、相手 

よりt>先に占領してしまえれは、 

ハツヒー（そんな、骼単にはいきま 

せんが).-. 

しかしこうやってm重に攻め 

ても、ナカナカ勝てなし、のか]見状 

守りのほうもしっかり押さえたいC. 

たとえばフイリヒンのようにアメ 

リカ寄りでいなから、そのままほ 

うつておくと革命がおきてしまう 

ことが大事だね 

このような'5攻め' *守り"のほ 

かに、"V速の政策への対応〃も求1 

められるたとえは、0ソ連かハ 

メイの支保をする"という政策を 

とってきたらIどうするか.ベ 

トナAはソ連の友好固たから、へ 

夕に文句をつけたりして介入する 

と、後て痛い目にあうから、おと， 

なしくしているのか®_ てはス 

ウIーテンのような中立国に、ソ1 

ピエトか派兵してきたらどうする？ J 

それそれの判断か、すへてキミ| 

の手にかかり、その判断が国全体| 

の&威信"に彩響し、ひいては世界| 

の運命を左右する細心の>主襄とI 

戦略か要求される徬雜さと緊張感 

にあふれたゲームた^ | 

シミュレーシ3ン 
_アスキー 

BMSX2-?DP 

■ビデオRAMI2狀 | 

■メイン RAMS4K ] 

_12月発禿予定 
■栖格12,8130円 

NEW SOFT 

峥国を選んでから. 

この項巨を選ふとそ 
の国の新聞を誘むこ 
とかてさるては' 

ニカラ？アの新邸を 
選んてみよう！ 

fc 

敵国とのキヤツチボールだ! 

:k 

祁WiV如* 

爲?誦雛だ__一 1臨?界■校 

さて、ゲームのダイゴx!"危機〜へ 

の対応はすべてここにされる。 

まず、いたすらに_丫引?rを招eよせる 
ような政策奄とってはならない。相手が 

1.0MWM強い国に対して、その相手 
/]闭るよラな政策をとるとI撤固するつ 

もりがない''J/UITをして<る〇この場合、 
政!！7Hえない限り，核牴丰を括いてし 

ま5恐れがある。相手なたが必ず''杭^T 

を行な75 r <る■ような政策をとっても•辟 

駄になるだけだ。 
こちらが、相手がたの政me"抗議"す 

ると3も、同じU梠竽が瓶回のg志のな 
い政策に対しては''抗ITをしてはいけな 
1^。“威信"がドントンMっていってしま 

う。そして、そして……巳OM巳！ 

ii次にjitr 

箱龙TT L~；} 

rnr I 

tニカラクアはと-ち浯リの亙たつた 
けか威1其はとれ（らいあったかな 

在卜赘你拉!!在⑽ssh」突..■.㈣ 外々<d帝ぼ主略に职敁レV 

車學咖44 

m: Lih 

♦ *非公式折it矿_0圯ては，引さTケ 
titしても蜮信か下かるこはない 

i柏财r :V I- Kさ下かるI 
理在め 1« 

-レ，—拽冶的近ttTになつTしiフた 
■•. T b,ポク1かん{3る1 

■f-r J .1(ft K/l.の本亊作铒 
■ , ^•で11 ■■■• .ノ .し-?，『こ本•し，し.. 

is:sm刪峽刪れ:奶⑽ 

mr 5 

*かんU て3カノタ Vヒエトか手を 
Uさ，ホクbの玖指L少しあかる 

QQQQQQQQQQQQOQQQQQQQ 
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日本物産株式会社謹製のシューティンク 

テラクレスタがゲームセンターにあったのは約3年 
前のこと。実はこれ、11ムーンクレスタ"とい3ゲーム 
をバージヨンアツブした作品なのだ。今度はフォー 
メーシヨンデサイン機能付きでMSXE版に登場だI! 

地球奪回組織なのだ 
宇宙世紀，地球人は宇宙魔王マ 

ンドラーと手下の巨瞅群の俊BSに 

よって、樓息圏が海底だけになっ 

ていた,輝く太賜と綠の大地、広 

大な海洋を取り戻すため地球人は 

地球K回組テラクレス9)を結 

的憂れた能力を発揮するのだ..： 

そしてこのテラクレスタ、一番 

の恃徴は合伸したパーツを1号檄 

から分離させ、フォーメーシ3ン 

攻擎かできるということ.しかも 

合体しているパーツ数によって、 

フォーメーシヨン攻荦の形態が変 

化するまた、MSX2版ではフォ 
成、極秘めうちに高性禽嫩閼攻窣 

機ウイングギャリバーを開発する. 

さて、これからがフレイヤーの 

出I発進するのは1号機、基本 

ーメーシヨンデザイン機能がつい 

て、5機含体時の各パーツの攻犁 

位置と、それらが発射するビーム 

の方向を自由に設定できるのだ. 

となる機体だ,.そのままて，は攻擎 

力が小さく弱いが，組織が極秘の 

うちにI免萬した、：Mtiiの格納庫を 

破環しハーツと合体する二とで， 

攻單と防は魅力が增大するという 

イ士粗みである味方/ゝーツは？号 

機から5号機まであり、それぞれ 瞻二nかオリジナルのフオ_メ_シヨン 

Q分の好みT か配置てきt L I.う. 

—メ-シヨン攻撃~ 
各パーツの格納■は、自機が接近 
すると地下から出境する。その格納 
邵に衡いてある数字の部分を铲てば 
パーツが発進，それを回职すれば合 

は、敵の15轚も激しいことが多いか 
ら注mが必要だ。無.寧に合体、ムー 
ンフオーメーシヨン攻擊の堪面が右 
下cなお、今回は開発中のROMめ 

钵機となるのだa 幽®なので敵キヤラの色はaフぼ〇 

左下の写麋は2号機の格納通を破 ものが多いけと:、ニチブツさA.は^: V 

壊したところ0格納靡がある周Sで んと色を付けてくれると1っぞ,、 

■格納庫を破雄、2号楗が出てきた,迫 會>先剤から70ッヒー1で作る#ノ：；：？. 

リ< る勤を攻擊しつつk含体せよ.‘ ■?ークに使っている= 8月形ドーL 

t二れが火の鳥,と试つてもカツ子rマ *火の鳥ケらa秒後、見寧に汍火（？） 

ンや軚主か中に入っているわけ-Hiない くれぐれも火事に《気を付けよう 

無敵の合体、火の鳥 
火の残になるには全^(7>ハーツ 

が合体すれば0K順番はどうで 

もいいからとにかぐパ〜ツを集め 

よう5椴全部が合体した直後、 

8秒間たW火の鳥となる 

フォーメーション攻挈は4 mm 

2機か平行に並んでビ_ムを三.日 

月形に発射するのはムーンフォー 
メー ション、4機がひし形に位運 

してビームを回転発射するサイク 

ロンフォーメーションなどいずれ 

も軸に文才して強力なダメー ジが与 

尺られる..,.しかしフォー■メー ショ 

ン攻犁ができるのは味方ハーツを 

格納座からWって合体するごとに 
3回までそれも1回8秒と時間 

U短いた;-からイザというとき以 

外は使わないようにしよう 

こごで氕になるのは戦うフイー 

ルトもちろん地なのた'が、字 

宙魔王の悪の手によつて地上には 

要塞や励瓶空中では审機動メ 

力や母箱が待ち受けている,，3GM 

はFMPACと対応だから、ゲーセ 

ン版に負けない音が梁しめるそ' 

t大中タイ：3ンを改轚他にら中を 
母玫や宇宙餐王マント5—か出てくるそ 

シューテイング 
■臼本物産 
■ MSX2 ■メガROM 

_ビデオRAMI2SK 

■ メインRAM&4K 
■ U月下旬発売予定 
■価格6,&加円 
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NEW SOF 

他機種よDMSXでの発売が先行して大人気を得た『死雲戦線』。その 
第2作目は舞台を大都市に移し原発の恐怖をも巻き込んで0登場だ。 
キャラクターやマップの種類が増え無用な消耗戦はなくなったそI 

めページで使用している写真は全て開発中のものです 

一の女'_員ライラ.クリーチヤ 

一の出現と原発ハイジャックの夕 

イミンダが良すぎることや、以前 

チャイニーズ_ヒルで起さた悪翏 

などから考えてみると、どうやら 

雄力仍手て現世と異世界を^ぐ4黄 

枭路〃が意図的に開かれたらしい 

そしてそれは街を31つた謎の一団 

と間係がありそうだライラを含 

むS-SWATの5人は率件の真相を 

突さとめるための部隊を戠開させ、 

単独行劻に移った. 

大規模な都市改造が行なわれた 

ニュータウン、サン*ドラド:そ 

こ【こ速造された原子力発電所がエ 

事未完成のまま®ミを開始した_ 

後、原発は謎の一団に襲われ、占 

領.され！:しまう_帯はハニック 

1九態となるが、全ての逃げ道は閉 

ざされ、サン*ドラドはいつ爆破 

?れるかわからない原発と共に本 

土から切り放されを 
軍と拷察は丰如九舌勅を椅けるか 

未知のクリーチ，一の群れか出現 

したこと【二より、超能力特殊攻聚 

部隊S-SWATの出動を要謓した 

という具合にストーリーは始ま 

る主人公は前作阇棵S-SWAIDf 

ああつ、こんなところにも 
0たのね-ベてな致助 
活t力に拈を出ぞラ。\mrnn. 

はとにかく大切rす。 

かなり洗練された展開 
え、緊張感や臨場感か芯かになつ 

たね。 

基本的にR PGタイブのアクシ3 

ンゲームてはあるが、ストー,卜 

堆も深いためいろいろな角度から 

楽しめるぞライラと同し境遇に 

生iれながら邪恧な逝にしか進め 

なかった第2の主人公に注目！ 

フレイヤ_はライラとなって行 

動U •_収集と敢闘を繰り返し 

ながら最終的に"黄泉路"を封印し 

なければならない 

情報は故出した生存者や手【二入 

nたアイテムなどから得られる 

救閼シーンは前作と違ってマフフ 

かそのまま背景となるそして無 

賊な戦いを避けるためクリ—チャ 

一か特定の場所にのみ登場する 

そのおかけでかなり煩わしさが消 

アクションFEPG 
■ビクター音粢連纖 
晒MSX2■2DD 
_ビデすRAM1之8K 

■メイン RAMMK 

_12月発売予定 
_価格7,800円 

けげつ％見るがらに81いクリーチヤ'"J 
しゃ一ねと5つr保るわけにちいかない□相 

手の帖きをよんで出□へまっしぐら、という 

こともでぎるね0ちと摘けない手だけど》 

€i 

アイテムは身を助ける 

_などの戰■術的な麽Kを柃つたアイ 
テムに平点を朽いrいる。瞧的初 

明にラジオが手に入るんたけと、し 

つはニコースたつて大切な惝報源。 

アイテムはみんな札闲偷發广|ある•ゼ 



ストーリーの奥の深31/エグザイ 

ル!!』ならでは。マップを歩いている 
と、石柱やオアシスなどのさまざま 
な謎が街の人々からの情報や、ア 
イテムの売買も泣'要なのだ。全6面 
に<士掛けられたイベントも多彩だ， 

Iマップに隠されたSWOD謎 

何といって前作よリ格段に進歩 
したのが、操作1生eたとえば、フレ 
イヤーはP皋害物に半キャラ分ずれて 
いても、自勤的によけていってくれ 

るようになっている。スムーズに进 
めるのがウレシィ気 < ばりなのだ.. 

また、上下左右へのスクロールが邦 
常に速いイライラしないわけ 

か、イスラム世界[二迫る十字軍を 

相手に、ふたたび4人をひきつれ 

て世界各地を駆けめぐるのだ。そ 

しX両国の指導者暗殺によりv二 

大国支配の終局を迎えた世界に君 

臨する新たな支自隨とは……。過 

去から未来までつながる壮大なス 

卜ーリ_(こ、プレイヤーがのめり 

こむこと間違いなしの，期待させ 

てくれる1本なのだ。 

また' RPGとしてのシナリオの 

完成度七さることながら、アクシ 

ヨンゲームとしても十分通用する 

ほどの出来なのもすこ％Vアクシ 

ョンRPGをやってみたいのなら、 

この冬は絶対/ェグザイルB jだ。 

アクション、口ールブレイング 

■日本デレネット 
■ MSXZ2D0 
■ビデオRAM1邡K 
■メイン RAMMK 
■ 12月下旬発光予定 
靠通格A,800円 

より迫力あるアクションシーン 
そして、ゲームの見せ 

場でもあるアクシaンシ 

—ンも大幅に改善されて 
いる*第一に' マップの 
広さ。そしてなら 
ではめ美しいクラフィッ 
クが、なんとスムーズに 
高速横スクD—ルしてし 

まう。これはに’;主自 
た雄ね合わせ赵理も完全に再現さ 與を見てくれればわかるけど、こん 
れ、リアルな_シーンを菜しむこ な大きなキャラが画面をところ狭し 
とができるそチラツキのない、き と動き回るのだ。攻窣方法もボスこ- 

れいな スク P —ル もとにかく 必見 とにすベて遵うという凝りよう。前/ 

そして、ホスキャラの大きさ。写 作て 1吏えた、贗法やアイテムも健在たV. 

新たな冒険の始ま0 

アクションと、RPGがほど良く 

ミックスされた人気のゲームJエ 

グザイル」の統羅がっいに登場だ, 

今回は完結編なので、サドラーの 

活躍もこれが最後なんだよね. 

では/rの紹介をする前にI前 

作のスト™リーを舞台は中世へ 

ルシア当時、イスラム教世界で 

あった二の地【こは、正統のスンニ 

派、異端のシーア派に分かれたイ 

スラム教■か互いにしあってい 

tそこで異端派の暗殺集団のア 

サシンは正統派との争いに決蓆を 

つけるぺく、勇者サドラ_にIB充 

派カリフの暗殺を命じたのだった 

その任務を終えたサドラーは、 

さらにアラーの啓示を受け，20世 

紀末の世界終末を救うために二大 

超大国の指導者暗殺を遂行役目 

を果たし、故郷へ掃っていった 

と' ここまでが前作今回は、 

アサシノの芭mとなつたサドラー 

■ I f * ^ _ — 

昨性をUPしたRPGシーン 
I m 
な作 
展ょ 
間り 
をち 

わビ 
丈t 
るT 

前作のすべてをスケHレアップして登場!! 

エクサイM 
前作「エグザイル』に待望の続編が登場。アクション 
と闩PGが独立していたシステムを受け継ぎつつ、ス 
卜ーリー、操作性などすべてがパワ_アツブしたそ 0 

♦ vaモ >の神暇に：5 

T_ .—グトド_ベイン^ 

iHSK§: 
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, 307ホ12 

〕：））：rr) ■},)：.)■)：)[ プロ野球 )■.)()：) ：0 ：)ル::K 

反称 | 

なんと、MSX版ウアミスタ"の発売が決定した〇以 
前からそれらしいウワサも飛びかっているよ5だが、 

百聞は一見にしかずI今はここまでで吉ている11 

春から縁起がいいわい 
れる予定だ.その不Rの名作が、 

MS)(でお目見得するというわけた 

•スコアボードは二んなカレシになりま 
t とうやらここUドーム球J|Tすね 

ムコスターズ〃やパワフルな"メジ 

ャ_リ—ガ—ズ〃のほか.選手全員 

が女のコのチ_ムなんていうのも 

入る予定になっている0 

クしとハンチの効いた声でジャ 

ッジングをしてくれるどいうのだ 

からタマラナイ！ かなりユーザ 

—フレントリーなイi：上がりとなり 

SX0フ托对は:15^ほしい〜I ❹T:土， 

「お一Iとうとうか！」という声が 

聞こえてきそうだナムコの代表 

作ともいえるフ□野球ファミリ 

—スタジアムがに移植され 

るのた：もうみんなも知っている 

とおり，この+ファミスタUiファ 

ミコン版で発売された大ヒット作 

その後PCエンジンやアーケード版 

に移植された最近はハソコン版 

も出て，どれも人気を博している 

オリジナルてあるファミコン版も、 

年末にファミスタ’88"が発売さ 

\ \ I I / / 

X', MSXの'^フアミスタはいつ tマウントとハ..ターホ/クスの足堪の丄かなかなかリア/レf iS手U今開#中てすよ 

たいどのようなものになるのか、 

はっきり決まっていないところも 

あるが、順に報告していこう 

碁本的なシステム，操作は従来 

のファミスタと変わらないようだ 

しかし、ゲームのモードは1人フ 

レイ、2人フレイ、ウォフチモー 

ドのほか、ベナントモードがつく 

ようた' こnは数あるチ_ムから 

いくっか選び、実際のベナントレ 

—スのように130試合を消化して絲 

合優勝を決めるというものてある 

次は気になるチーム数これも 

はっきりしていないが、少なくと 

も18チームはあるようだナムコ 

のキャラクターか名を連ねる”ナ 

tv零， 
WfNiiHi!WW 帑妒 

  .  , • »ir^iiww[^irir^ 
、プ v ハ'.ハV ,» l. -V \ - ザ Vザ V«=>W! 

• m— 

  轚挲 »»»，» 

中忙^！呦V摯妙V呦 
W V Vt，Vザ 
nrV-W^tf 

會ワーワー丨と喋.昨か郜こんてさそ-> 

ホームランかな？ [4:堪は越異Hてt 

さらに，球埸は複数用意されて 

い5ため，好みに合った球場でブ 

レイできるのたホ_ムランをた 

<さん打ちやすいチ3ットせまい 

球場や、ウワサのド_ A球場がキ 

5のフレイグラウンドになるわけ 

それに加えて，審判が1"ストライ 

會一热上の文字彳名のJ：うてす t>. 

2mmtぁ备!二れは沈iみてすね 

そうだあ一ぁ，持ちきれないね！ 

今回羯數した画面写輿は、ナム 

コに無ifを言っていたた‘いたもの 

なのて％完成版のものにはほど遠 

いが、来月号以降もドンと紹介す 

るので、期待して待 

つててね: 

MSXへの桴補の際、一番気にな 
るのは、きっとnmが外野へ飛ん 

だときの_面スクロールなんじや 
ないかな7い<らキレイな画固 
でも,.ガクガクしながらヒュー■ン 
と球が飛んでい<のはイヤだよね< 

ところが大丈夫らしいのだ。話 
(こよるとスムーズ、とはいかない 
までも^ガクガクしたスク□ール 

Iこはならないよラだぞ》さらに 

MSX2+たと、他機種のよ5にス 
ムーズなスクロールをするといラ 
のだ9ファ三スタや0たさにMSX 

P+を貨ラ人もでてきそうI?そ 
れにチー厶エディットもできるよ 
ラに，しよラかな7と雪ってたそ。 
キミもアイデアがあったら、M 

マカ躺免部に送ってくださいね〇 
% 51打£〇0に行なわれた札痒てめイベン 
1■て、ファミス5Miそめべールを脱いだ 

t二式台耗果.を飯STるナムコソトスホー 

'v u.こんなla面<?)にな-1Jそうた」 

アクション 
■ナムコ 
■MSX2. MSX2+ 兼用•メ ガ扣W 

■ビデオRAIWH2BK 

_メインRAM&4K 

■I来赛発売予定 
_価格未定 
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偶数月の8日発売が決定! 

Yスタステーション 
MSX初のテイスクマガジンとして注目を築 
めるデイスクステーシヨン』。ソフト八ウ 

スから出版社への転身をはかる（7)コンパ 

イルが、自信を持って送る創刊g号なのだ。 *负粑め女せか今囪の？ィトル/. ，im.i'JlTるね 
• メニユーW.面はソルて墒gをiJi折してリターンを{平すたけ 

テストプレイに注目だ 
創刊準備号はディスク1枚組で 

980円だったディスクステーシヨ 

ンそれが創刊号では、ディスク 

?枚組へと增通しt価格もちょっ 

と上がって1/980円，第2号は3枚 

蛆になるのかな？ な〜んてほの 

かな期待匕それにともなうであ 

ろう価格アップにおびえてた人、 

残念でした.3そしてご安心 < ださ 

い、これからのテイスクステーシ 

からじゃないかなその代表とも 

いえるのが、新作ゲームのテスト 

フレイというわけで、今画のゲ 

—ムはといえば、ナムコから間も 

なく発売されるシューティングゲ 

ームの決定版.ゼビウスと、新た 

に版としてリメイク3れた 

コンハイルの自信作、‘真-魔王ゴ 

ルべリアス」だ。また、おまけケー 

ムとしT掲載されたゲームアーツ 

のサム君シリーズは、とてもおま 

けとは思えないできの良さ特に 

—ナーt健在だ読者からのtm 

作品も掲敕されているので、もし 

かするとキミが描いたグラフィッ 

クが出てくるかもしれないよ h 

ちろん音楽はFM音源対応だ， 

■アブリケーシヨン 
■コンパイル 

■ MSX2-ZDD 

■ビデオRAMハ2SK 

■メインRAM/6JK 

_ U月8日発光 
し980円 

ゼビウス 
—5ッシヨンリコーンー 

ヨンは、ディスク2枚組でし9fi0円:. 

2力月に1度(つまり隔月刊で)の 

発売が正式に決定されたぞ-発売 

日はMマガと同じ8日なのだ！ 

さて、ディスクステーシヨンカぐ 

好調な原因をMマガなりに考えて 

みると、雄誌では紹介しきれない 

新作ゲームの細かい部分を、ちゃ 

んと自分でブレイして納得できる 

彎首•磨口 

サム君が彝水をたらすタイトルに 

は大笑いしてしまう_ 

このほかにも、MSX2+の最新 

情報や、マガのブ□グラムサー 

ビスと自然画モードのサンブル画 

面、木こりとサン：？の愉決な戦い 

(?)が見られるクリスマスのBGV 

(パックグラウンドビデオ)、そし 

て新作ゲームのデモなどv内容は 

盛りだくさん懐かしいゲームが 

ブレイできる、レトロゲームの3 

真•魔王ゴルべリアス 
及王3ルべリアスとは、MSX版 
でコンパイルが発壳したアクシ3 

ン闩PGoそしてこ011 •和王ゴルべ 
リアスは、MSXE、MSX2+閑に開 

発された新作なのだ！ディスク 
ステーションでは、.その最初の塌 
面で志る,洞:室内©瑙スクロール 
ステージがまるまる遊べちやラぞ 

今回のディスクステージ3ン[こ 
入つrいるゼビウスはtミツシヨ 
ン，リコーン&第1号に入ってい 
たものはミッション-スク5ンブ 

tこれが自蟣.vルバルウだ治いグ 

ラフイックが兼しい，出発だ！ 

欲 

i勇面もキレイにな‘つTおもしろさが 
侑增したのだ，早ぐプレイしたいな9 

會ケレシスをWIつて瞰を倒すアクシ 

>RPG,橫スクロールがスムースた 

このゲームを和つこいる人は， 

かなり音からのMSXユーザー。枇 
年にコンパイルが開発、ボニーキ 
Pニオンから梵売されたアクシヨ 

ンゲーAなの?^ゲーム内容は， 
必殺：祭ふき人のスイング君を操っ 
r.ビルの窓を!式き褅除することp 

恋人めメロディちゃんのキス奄受 

けるパワーアップするのだ。 
邪腐をするモンスターを避け、キ 
ミはビルの窓をふけるのかI? 

ル亡いって、アレンジ在加えた二 
ユータイフのせビウスだったけど、 
今回は1アーケード版そのままの 
ものがプレイできるのだP 

會ア-ヶ—ドそのままめ聱しいグラフ 

ィック..見TT：うっとりしちゃう 

ふき会社の 
スイング君 

會うわ-%な1つかしい.スイングのを 
嵘作しTすべての寒を拭き取れ！ 
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HALNOTE専用の表計算ソフトが登場 

GCALC 
表計算ソフトとは、データを計算したD、その結果をグラ 
フ化したりするソフトのこと。そんなビジネスソフトが、 

MSXにも登場した。HAし研究所のU1BCALQに注目だ！ 

多機能な表計算ソフト 
みんな、HALMOTEのことはSfl 

っているよね.16ビットパソコン 

並のビジネスソフトを觔かすため 

の、オペレーティングシステムを 

搭戟したSt含ftソフトのことだ. 

この.GCALQ.は、そんなHALNOTE 

のアプリケーシヨンのひとつとし 

て1場したぞ。 

GCALCは、16ビットパソコン 

の表計算ソフトを基準に作られて 

いるので、かなり多機能た‘作成 

できる表の大きさはS4 xi28文字 

るし、同じHALNOTEのアフリケ 

_シ3ンであるカード型データべ 

—スソフトrGCARD.のデ_夕を 

扱うこともできる統剖ヒソフト 

だからこそ可能になったワザだね. 

また、データをさまざまに変換 

する機能もあるので、MS-DOS上 

のアプリケーションから、データ 

を直接t寺ってぐることら可能こ 

れにより、会ネ土の16ビットハVコ 

ンで入力したデータを家のMSX 

でグラフ化する、なんてこともで 

さてしまうぞ。グラフは棒、円、 

折れ線とあって、どれもプリンタ 

に印刷ができるのだ と、Ms>aこしては大きい部^頁に入 

グラフだって、こんなに多彩 

會パインダでiiK含iKU., GCALCを立 ■テータの軎式を設定している画面 
ち上けi神.作方法【JいたってWi用.： デー？の移しかえも簡嫩た-よ 

ああ、ビジネスソフト 
編集部でも実際にデータを入力 

して、グラフを作ってみた，.mu 

は操作方法がわからず、とまどっ 

ていたけど、慣れるにしたがって、 

二の才べレーシヨンのやさし？ 

は、アメリカてベストセラーバソ 

コンのマッキントッシュに、かな 

り近し、ぞ HALNOT巳自体;^マッ 

キントッシュを男方【こして作られ 

たと聞いて，おもわず納得してし 

このGCALCで出力できるのは、 
择グラフ、円ヴラフ、折れ裸グラフ 
の、全部で3■もふつうのプリン 
夕で£瞻jをする場合に備えて、グラ 
フを白黒の階調で表示す5機能ちあ 
る。またグラフの色やタイル(模様） 
パターン、マークなどは自由に変更 
することができるし、コメントや、 
画面を目由に移動可能なグラフの夕 
イトルを霱いておくこともできる& 

t二ちらは円グラフ a痛て印剧しても 
撖乱てき令ように、撙樣がかなりSfflかい.. 

•棒グラフ 

■恃クラフ《iこのj；うに表示される夕 
ィトルは好きな位：]〇：!移動て毒るそ'. 

参折れ線グラフ 

t?斤れ样クラフにするとこmクラ 
7め切リ換义ti聞撤にて黍てしまう- 

『このソフトはかなり使いやすいん 

だな」というのがわかつT(るマ 

ウスで項目を選ぶだけで、データ 

を交換棒グラフだろうがs円グ 

ラフだろうが、サクサクと作れて 

しまう。う一ん，普はグラフをパ 
ソコンで印刷するのに、わざわざ 

BASICでソフトを自作したもんだ 

けど、今はえら <簡単になつたなs 

なんて、オジンくさいことを思つ 

てしまつた。 

Kai'• 

會澡作はキーホート' Tもできるけど乂 

▽ウス!?>ほうか数段使いやすいそ 

まうくらいk使いやすく簡車だ 

GCALCが加わって1HALNOTE 

シリーズはさらに強力になった 

会社で砧S” DOSマシンを使用して 

いれば、家のMSXはセカンドマ 

シンとしてその力を発揮してくれ 

るし、MS)(で仕事をこなしたいと 

いう人の期待にし十分対応して 

くれるだけの内容を持っている 

これ亡、ら <7>HALN0T£アフリケー 

シヨン、そしてMSXのビジネス 

分野に期待大だ， 

アブyケーシヨン 
_hal研究所 
mm^2 20D 
■ビデオRAMI於K 

■メイン RAM MK 

■12月100発売 
■個格14 J卯円 
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超豪華オモシロ麻雀4本立てなのだH 
革命的麻雀ソフト登場 
既存の麻雀ソフトの殺を思いっ 

きりITちも安ってくれたのがこのソ 

フトyエンターテイメント精神あ 

ふれるゲーム内容で、だれでも楽 

しめるようになっているぞ 

まずはソフトを立ち上げてみよ 

う。名前と生年月日、.現在の日付 

を入力すると、とってもユニーク 

な顔面登鲟モーKに入るのだこ 

のモードは、顔を目、典、髮形な 

ど6つのパーツに分けて，それそ- 

れ好き な形を選択できるようにな 

っているどのバーツも9植類用 

葱されているのて、顔の組み台わ 

せ総数はなんとS3万通り！これ 

だけでも十分楽しめちゃうね 

それでは、本編の麻雀のほうの 

紹介をしよう.二のソフトには4 

つのモードが用意されているのだ, 

まずは__ ノーマルまあじゃんエク 

セレント'サラリーマンの生;舌を 

シミュレートした（！？）vユニーク 

な麻雀だinキサイトまあじゃん 

お姉さんぎは、いわゆるエッチな 

脱ぎ麻f10人の女の子が登場す 

るそ；すらいまあじゃんザ•ワ 

ールド*は、世界を舞台【こして壮大 

なスケールのすごろく風麻铯が展 

開する.:.そしてuほ’こまあじゃんフ 
エステバー々は^うってい，ぼごの 

対教者と、オリジナルルールで卜 

ーナメント戦を行なうのたキミ 

ならどの麻雀を7レイする？ 

テープルゲーム 
■テ—ヒーソフト 
■MSXZ^DD 
_ヒテオRAM1?8K 
■ メイン RAMWK 
■12月U日発売 
■価格7,8邱円 

ノー▽ルまあじやん 

エクセレント 

さすらいまあじやん 

ザ•ワールド 

すごろく形式てta界一周する麻 

S大会だ楽しいイベントが盛り 

だくさん，対戦相平も当然Iイン 

ターナシヨナルな感じだよ一、 

Hmr ^ 

ろ1M 
<界 
砑を 
% i 
大た 
jfii. I« I- 
のか 
絵け 
I t: 
り' 
Iす 

エキサイトまあじゃん 

お姉さん組 

ハイハイ、みなさんお好きな脱 

き麻鲨Tすよギャルの数は10人 

みんなアナタの期待を興切りませ 

ん.鼻の下のは’してちやた■めよ 

ぼこまあじやん 

フェステパー 

た'れて-も 楽しめる カンタンなル 
ールの麻萑風給合わせケ_厶う 

つでいぼこ;のキャラクターたち 

と、トーナメント方式で競うのた 

©偽©龜© 6 

深まあじや/uZ 
数ある麻雀ソフトのなかでち、ひと吉わ異彩を放っているの 
が『今夜も朝までパワフルまあじゃん2jだ。ユニークな4種 
類の麻雀のなかから、お好きなものを選んでレッツブレイ！ 

f碡GH1J:,リJ3り 
て没化するタイト 
ル汍Siう-ん*. 
SかiSfl•いわ 

サラリーマンのおじさまたちと 

钵卓を囲む才一V卜Vクスな4人 

打ちとさどき中年男の悲哀を感 

しさせられるのがなんとも楽しい 

t対*i相手のわしさiたbと，ft nち 
を核めてくれるヘンなロホットくん 

ヘンなやつはつか 

*ハリのぉ婧さ4 
クリボ>ヌ ' 77-S 

Vワーズさん平凡 

•モスクワのスル/ 
ワ！ n メ ノフnl-ん 

大物IS-が-K好さた 

_ンドニIのハテv 

さん色つぼいお^ 
3んたけど強いぞ 
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NEW SOFT 

ち手の役ねらい、切りかた、おり 

かたなどのクゼを登録することが 

できるのだ..打ち手のデータuブ 

レイするたびに增^するので、打 

てば打つほどリアルに打ち筋を再 

現して<れるそ最初、サンフリ 
ングデータは5人分用意されてい 

るそして、ディスクのなかに最 

高40人までのデ_夕が堡录可能だ 

グラフィックも実戦さながらの 

4人囲みの麻雀卓を再現しており、 

日本麻雀連盟襟車ルールを採用す 

るなど、実戦感覚を配視した本格 

派ソフトといえそうた' 

チープルゲーム 
■ビクター音楽産黎 

■咖 
■ビテオRAM128K 
■ メイ >RAM6dK 

月発梵予定 
■価格ん即〇円（予定） 

打ち筋をリアルに再現 
従来の麻雀ゲームの，コンヒユ 

一夕の思考ルーチンに不満を抱い 

ている人は多いであろう：実際、 

とんでもなし、打ちかたをしやがっ 

て' と感じさせられることがよく 

あるsそれならば、プレイヤーの 

打ち筋をそのままS己慊させようて 

はないか、というのがこのソフト。 

なんと、自己成長型サンブリング 

機能なるものを_していて、打 

あの麻雀の神様が監修した 

粧田哲也のA級麻雀 
ポニーキヤニオンから本格的な麻雀ソフトが登場するそ。なん 
と/麻雀放浪記"などで有名な、あの阿佐田哲也氏が監修してい 
るとい3からオドロキだ。楽しみだね。 

打ち筋を記憶してくれるスグレモノ 

コンピュータなんかが相手じゃツマンナイよ〜んI 

とお_きのあなた。いや〜、ごちっとも。それじゃ 
あ、コンピュータに打ち筋を覚えてもらいましようI 

_1らついた乎し 

めテサインのタイ 

トル阑面本格:康 

圯* Vフトた 

実践的な麻雀ソフトだ 
映画化されるなど話題を呼んた 

m猶■放總を省いたことて 

知られる、小説家の阿佐田苞也氏 

か監修している本格的な麻雀ソフ 

卜か登場た.阿佐田ファンのみな 

らすとも見のがせない〗本に仕上 

がっているぞ。 

mm,対局、王位戰の3つのモ 

_ドが用意されている練習モー 

ドでは、ESCキーを連?了すると阿 

佐田氏のアドバイスが受けられる 

ようになっている初心者向けの 

モードと言えそうたまた、対局 
モードではコンピュータ側の思考 

レベルを5 のなかから選へる 

ようになっているそ' そして、メ 

インとなるのが王位敝.まず地区 

予選から始まって、全国大会，世 

界大会などを経て^最終的には銀 

河系.大会までという、社大なスヶ 

—ルで勝ち抜き戦か展開されるの 

fムニいつはスゴイ 
同じi己牌、同じ山で続けてブレ 

ィできるりビート機能がついてい 

るのもおもしろいまた、半荘終 

了時にはコーヒーブレイクとして 

麻雀牌を使ったインベータ'ーゲー 

ム1/1風のハートシュ—テインク.ケ— 

ム#などか楽しめるようになって 

いるパイの色は黄、綠、赤、宵-、 

メタルと5色用寒されているぞ 

會のAこ--1あの网佐田哲机民てある 

Cホニー+1,ニオン 

_これfl‘真:約相手d Aんな氓 
1,的て、かつ捕い.«さ甘雔河杀_*r! 

テーブルゲーム 
■ボニーキヤニオン 
■ MSX2, メガROM 

_ビデオRAMIZ3K 

_メインRAMMK 

■1£月21S発焭 
_他格5J00円 

A級麻雀 

_入閜相手にH#をしてい 
るよ1なs£ss«が味わ义i 

_报桃i;人H知能を1ff載 
nち筋をリアルに再現 

初心者か.：こiJft者—-t臬しめるV7卜r: 
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『ウォーニングJは宇宙 
を舞台に、行方不明の 
兄を捜すため、貿易商 
人となって冒険を続け 
ていく5Fウォーシミ 
ユレーシヨンゲームだ。 
星から星へと移動して、 
交渉や戦闘を続けなが 
ら、貿易で戦力を確実 
にアップしていこ3I 

行方不明の兄を搜せ！ 
舞台となるのは、大小7個の惑 

星と丨個の人工惑星からなるブラ 

シエード星系。ここでは人工惑星 

雌「 

圈* :1; 

(PE i^SI： 

•フラネ/トモートぐは宇宙空刑から.碑 

&へ陴リ立ち,您呈表面を移動するのだ 

した場合に、人類の1重"を存続さ 

せていくための生き残り施設'^ザ- 

ドーム"を建設することそのため 

には.莫大な建設势•用が必要とな 

る*、それらを国民からの寄付T 

照うため、国民のドームへの関心 

を集めなければならないつまり、 

林の宣伝力によって*ドーム計釀r 

が成功するか，失敗に終わるかが 

決まってくるのだ。 

個性豊かな登場人物たちが与え 

を国家とする帝国軍と、s個のs 

星の連合：屯:がにらみ合いを続けて 

いて,それに乗じた多くのならず 

者が宇宙空間にはびこっていた， 
プレイヤーは' トレーダーと呼 

ばれる貿易商人となって、宇宙を 

飛び回るなぜ貿易商人なのかと 

いうと、行方不明になっている兄 

4ピリー"を授すためだn事易商人 

なら自由に宇宙を飛び回れるし、 

He111 

會シ3 ./フモートた琢鵠商人の4 5は 
商品のfi人れやfe+TめP盱なとと忙Iい, 

それに必要なお金を橡くこともで 

きるというわけだ。 

貿易でお金を稼ぎながら、いろ 

いろな星で兄の情報を集めたら、 

いよいよ兄とご対面！ でも、ゲ 

—ムはここで終わりではない◊別 

の目的が見えてきて、また宇宙で 

の胃険が始まるのだそして旅 

を続けていくうち、ストーリーは 

遠った方向へと進んていく 

シミユレーシヨン 

_コスモス_コンビューター 

雪 MSX2 20D 

■ビデオRAM78K 

■メイン RAM64K 

_12月上旬発壳予定 

■価格4,800円 

てくれる様々なヒントをもとに、 

AMを広け、情報を集めるうちに、 

きっと良い方法が見つかるはずた 

アドべンチヤー 
鼴システムサコム 

■MS ぬ、MSX2 +兼用‘2DD 
_ビデオRAM1找K 

■メイン RAM&4K 

■12月中旬発売子定 
_愐格M00円 

mmm ノアの方舟を殿mできるか!? 
小説に読み手が参加する。つまり、主人公であるキ 
5の行動しだいで、物語の展開が変わってい<のだ。 
さて、キミが参加する「ドーム』はとんな結末にr? 

T—ム計画,,とは何か？ 
逻樹静+原作の小説ドームを題 

材としているこのゲーム、内容は、 

かなり深刻な問題を取りあげてい 

U ‘卜一/ノは二んな瘠し.iu巧Mか 
l&tMll入る広さて，勖力U原子力梵電た 

る。プレイヤーの目的は、大手広 

告代理F広通AのPRプロデューサ 

—、林となり、"ドーム計画〃を成 

功させることにある: 

ドーム計，とは、核戰争*嘲発 

•あら、玫界の大射朗土井布爵fiの頡に 
t>……確かし大反®を叮ひそうなr,it 

貿易商人となって宇宙を飛び回れ! 

WARNING 

DOME 

mm 

■一めケームS写II 

は閒#中slij_をf# 

用しています 

峰tfわれよ—か’へン 

/■とhわれよ—か.一 

れもsilffill?Jl部なのだ 
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NEW SOFT 
七iこルa— ツ 

フイールド- 

動戦士ガンタム 

1捕動戦士ガンダム』と 
いえば、有名なアニメ。 
そのガンダムがシミユ 
レーシヨンゲームにな 
つたぞ。全64体の中か 
ら選んだキミのモビル 
スーツを戦わせ、扱え 
るモビルスーツの種類 
を増やしていくのだ!！ 

実況メッセージつぎ！ 
#アナハイムエレクト□ニクス社 

モビルス，ツ開発吾rにsciiされ 

たキミに与えられた灶事は、過去 

から3見在に至るモビルスーツの性 

能をチ1ックすること実際【ニア 

ニメに出てくるモヒルスーツ64体 

の中から、自分のモビルスーツ1 

体を選択軒u劍、盾、ミサイル 

などの武器を選んで装備U軺と 

戦って，扱えるモビルスーツの楝 

類を增やしていくのた 

対戦中は、実況メッセージによ 

るわかりやすい解説か入るのでキ 

# 

•S德 纏 _ 
I_- - - , - , - . J___- 

ミはゆつくりお茶でも飲みなから、 

顆戦するたけ全部て30の実I軒！ 

て-の戰猢が.キミを袴っている 

ft L とPfVし-こいるたけ X t, /„ ?； n 

シ三ユレーシヨン 
■ファミりーソフト 
■ MSX? 2DD 

_ビデオRAivngBK 
■メイン RAM64K 

■12月邮髓 
■愐格L&&0円 

現存のハラメー？彳.1とうな.）Tるかな •粑の+Kルスーン発y 

琥珀色の遺 
'Mr 新シリーズスタート 孤 

アドベンチヤーゲームの定番となったLJ•日.八ロルB 

シリーズ。それに続けとばかりに登場したのは私立 
探偵、藤堂龍之介だ。西洋美に感化された〗9卽年代 
の日本を舞台に、龍之介の活躍が始まった。 

噸珀館1八ようこそ 
」.巳.ハ□ jレドシリーズが大好評 

のリバーヒルyフトから、新し< 

猙堂能之介シリースガスタート 

t邡■多くて大芏た:けとt のマン 

フt! dき:示さn石から•太义夫 

その記念すべき第1弾がこの琥 

拍色の遺言たとは言ってこ 

れて丄B.ハロルトが消えてしまう 

わけではないのでご心配なく 

19扣年代の日本船白館.の異 

_二わか蜣e白箱rたエン尹ィ>■クて 

ti美しい夕烺itか見b 114そ 

名をとる拽洋館てh当主の影谷光 

太郎が毒殺された。雛として残 

された封筒から出てきたのは謎の 

西洋带困り果てた影谷家の執 

寧は、私立探侦の龍之介に極秘の 

捜査を依賴する,:そこて龍之介は 

客人として琥珀館.に乗リ込むこ 

とになった： 

画面も.全体にキレイな琥珀色て、 

インテリアや服装なども192阵代 

を再現:sそれというのも、スタツ 

フの綿密な取柯があっての二と 

ストーリーだって丄B.に負けす奥 

か深いのだ, 

それにMSX版は他.闹iよりクラ 

フィック画面がちJいと大さめ 

さらにつ！ 2+Tは自然画のテ 

モまT見もことがてきるのた 

アドベンチヤー 
_リバ_ヒルソフト 
_MSX2、MSX2+兼用-2DD.3枚組 
_ビテオRAM128K 

_メイン RAMMK 

月9日発痛 
羅個]格3.3加円 

» -のへ 一 s のrfe;id: 

1續用してVJ4 
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と二ろか、洋館に商いてみると、 

奇妙な出来事が次々とキミたちに 

Hfいかかる.まず、電気をつけに 

行ったかずえが突然姿を消してし 

まう。そして、ドアが開かなくな 

り、キミたちは屋敷の中に閉じこ 

められてしまうのた洋館の中に 

は、さまざまな化け物がいて、そ 

れらを退)台しながらかずえを助]け 

出し、同時に現象の謎む解い 

ていかなければならない， 

アニメーシヨン奶理やFM音源 

対応で\恐怖はますます盛り上か 

るcまた、怖いたけではなく、笑 

いやエッチな要索もあって、楽し 

I上かりとなつているのだ。 

アドベンチャー 
■イーストキュ_ブ 
HMSX2^Ct> 
■ビデオRAMI28K 

■ メインRAMS4K 

_発売中 
■価格乙帥0円 

ウインチエスター家の館で起こる、数々の奇妙な出 
来事。キミは、次々と襲いかかってくる化け物を退 
治し、洋館に秘められた謎を解くことができるか!？ 

恐怖の中にもお笑いが 
東峰学園大学探検部部長の佐藤 

博之（キミ）は、ある洋館を求めて、 

ひなびた温泉郷を訪れた.テイス 

コて-知りあった，大沢かずえと東 

((畎t_t!H二,S泉入るなんて、うらや！ 
しい啦りたお4けに浞：たそ.Tへへ 

るりこという2人の女#も一緒て 

ある。彼女たちは、テレビの人気 

番組を制作する一方、各地の財宝 

を髯う卜□ボウて％ここへもウィ 

ンチェスター家の財宝を租って， 

やって来たのだQ 

人闶大め封印をmいてしj 

つたよん情けない1と[二课のJ Jた 

ウィンチェスター脚末裔 

白夜涵I語 

» 

纖欺む....： じミ^••ミ,*"、:/*■•，‘._’ノ . 
欺類漱■PPPPPPPP 

M—afcMtfcyfrr-i卜r ■，.，« rj 〇ァ廬 i 
w a ■ j ■ ■ ■ i i 1 ' f ■ 1 ^ f 1 f 

r fll：： J 1 ' 
imq-fc* rr -I - m— 

M L !? 00 1 I EMEMY 020 
I:目 Sgr \ 
■XP 3B CQYSTriL 

九つの玉を取り戻せ 
ちんねん、そんねんの手により 

九玉め，寸印されてから数百年。と 

■キヤラク？一も 

コロコロした用;し 

て、とつてもかわ 

いいのよ一ん 

ころが' 何者か力對印を破り、再 

び平和がSLされてしまった。そこ 

で、封印を戻すため、ひとりの若 

者が立ち上がったのである..， 

* 
也 

m m 
‘，:1 势 §TRI- T 4- Q 

n rrm 

li 
# # # #) 

.RPGに欠かせないハラ〆一？の表示も、 
航作より見やすくなつて、うれしいな一 

會シーンこよって、斜め上と奧憔から叟 
た？相Mの此面かある，これは和め上 

新九玉伝 
U • 日方向スクロール 

で、スピードアップ!! 
謎解きあり、アクションあり、おまけにアニメーショ 
ン処理の背景で臨場感あふれるゲーム展開。あらゆる 
面??パワーアップして帰ってきた新九玉伝』だ。 

前作同様、封印を元に戻すため 

には、九つの玉を探し出さなけれ 

ばならない.，手がかりは' 登場人 

物から情報を集め、謎を解いてい 

歯アニメーシ3 の背景て.幽!|想 

たっふりのゲーム塚間が袅しめるmt 

<ことによって得られる， 

8方向スクロールで主人公め制 

きが速くなり、左右2方向スクロ 

ールシーンもつけ加えられて、嬅 

作I生がとても良くなっているぞ!！ 

アクションD—ルブレインク 
■テクノソフト 

■MSX2^DD 
ビデオRAMI23K 

メイン RAMS4K 

K月発充予定 
愐格7,800円 

通:t::連於疆_ 

♦こめ;I館てじヴf L 

河かleこるめたろ7か 
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新作ソフト発売スケジュール表 
一1 --—     ] 

wa発売のゾフト スタ*-オブモンスターズシステムソフト 

8日 •ディスクステーシヨンg号コンパイル 
MSXe/PDO/6-叩0円 

Msxe/eDD/i,3eora 1月発売のソフト 
9白 • R-TYPEァイレム 上旬 •PLAYBALL2 ソニー 

MSX，MSXP兼用/RGM/L3flO円 MSXP/eDD/6, £500円 
ea • DS珀色の還S _Jパーヒルソフト よ旬 •メン八ーシップゴルフソニー 

MSxe/eDD/aanoR MSXe^DD/7,B0Dffl 
9Q •サイコワ_ルドヘルツ 中旬 暑ゴ_ファーの野错〜EPISODE1 コナミ 

MSXe/aDD/6100円 MSX/ROM/5, flflG 円 
IOB •機勤戦士ガンダム〜モビルスーツフィールドファミリーソフト 下旬 _まじゃべんちゃ一，ねぎ麻雀辣問コミュニケージョンズ 

MSXe/SDD/6r0DOW MSXP/EDD/ELflUfJ 円 
1QQ _きまぐれオレンジロードマイクロキャビン 下旬 •GCALC HAL研究所 

MSK8/EDD/7,日Q[f円 MSKP/c?DD/l^,8GCR 
丨阳 _コナミゲームコレクシ3ン\/〇14 コナミ •コナミケ〜ムコレクシ3ンVGL3 コナ三 

MSK/eDDA 000円 M3X/2DDAa,fl£K)円 
TSB _真，肩壬ゴルべリヌスコンパイル •適值対局棋力榇定轵マイティマイコンシステム 

Msxe, Msxe+ 相'用/son", soi〕円 MSXe，PDD/?,8DD 円 
15日 拳今夜も朝までパワフルま一じゃんg デービーソフト _三つgがとおるナツメ 

MSXP/已□口/人 BQG円 MSX, MSXP 满用ノ RC3IW?, 8C0R (予価） 
150 ■HOPPERバーティゲームチヤンビオンソフト _チラクレスタ B本_理 

16B 
MSXS/SdD/4,0M 円 MSXE/ROM/あ8叩円 

春V/STOしファイターアスキー 
MSX, MSXE?苋甩/2〇〇/人加[)円 S月発売のソフト 

17B •死靈戦綈2 ビクター者楽逛期 80 _デイスクステーション3号コン/てイル 
Msxp/aao/7, wm MSXSt MSX2+ 兼用/2DD/し900円 

SO日 參美しき瘦物たちパート5ヴレイト "F旬 •第4のュニット3 データウェスト 

Z\B 
M3XB/eDD/imm MSX2+/2DDA西格未定 

_居眠D流阿佐田哲也£DA_麻_ポ〜ーキヤ-^オン 
MSX2/RaM，5,0[ID 円 3月発売のソフト 

BIS ♦ウルティマ丨ポニ_キャニオン BB •ディスクステーション晷号コンパイル 
MSXe/eOD/B,SDDB MSXF MSX2十兼用犯0円 

?aa •スナッチヤーコナミ 上旬 ■■ディガンの屑石アーテック 
MSXE/S1DD/9jDD 円 MSX2/EDD/10- 0DCI円《予 

上旬 參音知<んフラサ_工業 下旬 •熱血柔通ポニーキヤニオン 
80QP3 MSXe/RQM/S,日加円 

上甸 _ウォーニングブラサ™エ藥 下旬 _マラヤの秘宝ボニーキヤニオン 
MSXe/BDD/^,8D0R MSXE/ROM/5,日[]0円 

上旬 ♦べんさんくんウォーXS アスキー _約りキチ三平〜釣D仙Alftビクター音菜産業 
MSX2/RQM/a 800円 MSX2/RQM/® 格未定 

1 ±甸 •八イデッカーtfイン_ソフト •妖怪変紀行ラスト_•八ルマゲドン播外_ブレイングレイ 
MSXE だ DD/LBOCI 円 MSXE/^DD/6,叩0円（予価） 

中旬 _ァルキースの翼1；闽堂スタジオ 
MSXP/ROM/7,8昍円 発売日未定のソフト 

中旬 ■八ランス*オブ* no—アスキー _幽霊君シスXムサコム 
MSX2/2DD/HB0D 円 MSXe/RDM/6, B0□円 

中旬 •サイオブレードTSEソフト ♦カオスエンジ:r/レスアスキー 
VtSX8/EDD/B,8G0ra MSXP/2 ロロ /んooa円（予個】 

中旬 ♦斬九玉伝テクノソフト _13ンターコートナム3 
MSXP/BDD/7- 80DP3 MSXP/メディア未足/®格未定 

中旬 •雀裹1 ビクター苜楽浬蒗 •少女遊獻グレイト 
MSX0/2DD/ii格未定 MSXP/PDD/?『8CJ[J 円 

中旬 搴樓通陣取マイク□ネット ♦シュヴァルツシルトエ凾觉スタジオ 
MSXe/eDD/B.QODffl MSXP/2DD/偷格未定 

中旬 •たんばマイクロネット •ベトナム！ 36B スキヤッブトラスト 
MSXS，SDD，&AOO円 MSXP，メディア未定/BM円 

中旬 參ドリト—ン2 ザイン*ソフト •クレイジークライ▽— B本物® 
MSXE/RDM/9, BU0P5 MSXP/ROM/6, EJOO円（予腼） 

T旬 馨DOIVIE システムサコム •サ■ゴルフパンクインビデオ 
MSXS/Sdd/lEJQtl円 MSXP/RDM/価格未定 

下旬 •ゼビウスナムコ •パイレーツマイクロブローズジャパン 
MSXe/ROM/B, 8Em 円 <予晒） MSXP/メディア未定V他i格未定 

下旬 ■ブ□の碁PARTS マイティマイコンシステム •サイレント■サービスマイクロブローズシャパン 
MSX2/&DD/9- B0CR MSXB/メディア未定/価格未定 

下旬 mmtfjom sit? •ガンシップマイク□ブローズジャパン 
MSXa/SOD/8,即 Qffl (予晒） MSX2/メディア未定/価格未定 

Tm 參怨靈戦記ソフトスタジオW〖NG •斯■白と驛の恬説ソフトスタジオWING 
MSXE/2DD/a0QDR MSXS/SDO/7. EJDH円（予砸) 

下旬 ■ウィザードリィアスキー • ZQIDSEゼネパスの逆H 榮芝EMI 
MSXS/ROM/1P, 80(3円 MSX2/メディア未定/涵格未足 

•ェヴサイル3 日本テレネット 參パックマニアナムコ 
MsxE/eoDm mm MSX2/メディア未定パ孤格未定 

響アンジェラスエニックス •ブロ野球ファミリ™スタジアムナムコ 
MSX2/PDD/B, ?00内 MSXP+/メディア未定/価格未足 

•アメリカン■サクセスウィンキーソフト _ワンダーボーr *モンスターランド臼本デクスタ 
MSXe/PDD/6,8叫円 IVISXS/闩OM/価格未定 

滎この情報は1丨月n日現在のものです。 



..审作を知ってる人ならニヤッと买うてあろうタイトル两面てn少牌Iやな-い1 

らい強いしそんな両親から生ま 

れた私か、ギャンブルをしないわ 

けがない!！ても汰競馬や競輪 

はmいなんです麻雀一筋に生き 

る（それほど固執してないけどね)、 

私なのであります、ハイ 

て\私か高校時代のとき（二、麻 

雀マンガが学校でハヤIJまして， 

昼休みや放課後など、みんなて集 

まって読んた-ものです.期画もの 

の麻谋マンガも好きでしたがt私 

の友人がこそって訝った単行本が 

へぎゅわんふらあ自己中心派.なの 

でした登場人物の個性や打ち方 

がはっきりしているうえに、麻雀 

を知らない人ても読んでいて楽し 

いストーリーは，当時の私たちに 

は¥見しみやすかったのです 

二のような過去のある私にと-? 

て、このマンガのゲー厶化は衝窣 

的たったのですまさかあのキャ 
ラクターと—緒に打てるなんて 

まさにドリーミン&ジ3イフル！！ 

今まで発売さnていた、インチキ 

クサl、麻述ケーム（そうでないもの 

もありますけれど……)にゲンナリ 

していた私の心の中のモヤモヤを 

—掃してくnるかのような，まさ 

に岸ユキ、もとい起死回生の一本 

だったのですよ（ちとホメすぎ？） 

さて' そんな思い入れは技きに 

して，銳く厳しくレビューするぜ 

麻雀用語が多いけどカンベンね 

♦あ一ん，なん？-‘かよくわかんな<なつ 
てきち亡ったキミなh伺を诩る？ 

•比較的ノ ー 7ルなルールの:东玨"ミス 

于3イス' さて、今BUMと打とうか4 ? 

人生はギャンブルだ、とよく申します> 

とくに麻雀は人生の縮図なんじやないかな^? 

てなわけで、このゲームで人生を味わおうかしら0 

寒い日が続いておりますが、み 

なさんはいかがお過ごしですか？ 

どうし冬でも心はラテン系のラ 

メン田川です紙日本一辛い 

せんべいを食べたんですけど、も 

う' 口から火がでるくらいの辛さ 

でして、体中がカアーツと熱くな 

るのですこれがあれば鳩虎器具 

はいらない！ それくらいのスゴ 

さでした胃がヘンになったけど 

二んな冬の夜は，やっばリコタ 

r 

ツに入て麻雀するのが一番です 

私は、麻雀にはちょっとウルサイ 

ですよなにせ麻雀歴が10年！ 

初めてrつたのが']、学校3年のと 

きでしたからじつは私の麻雀好 

きは両親からきたものなのです 

父は太の麻雀好きて、w用の卓や 

牌（3楝領もある）があって、なお 

かつ麻雀：痒用の部屋Iであるのた 

こうなってしまえばs t;うほとん 

ど家に雀荘があるようなものです 

母は麻齑二そしませんが、花礼を 

やらせりゃ右にでる者はいないく 

]ミ赛ぬ 

' S;LS辦 

§110 

SS5 

一 

ぬ 
のれ少し 
cよね叫 

态亡菜しU/- 

けへ心；， 

あなたに代わってゲームの批評をするMSXソフトウエアレビュー。ちょっぴり辛口 
のレビュアーが、今月も銳い目と達者な頭で評価いたします> それいけHおお一！ 

SOFTWARE REVIEW〆 
泣くコもダマる!？熱血麻雀ゲームさ 

ぎゆわんぶらあ自己中心派 

「三3，* イ: 

fu-j^aeniLitT. 

ワクuクi l-ル■ 
典dtti AST好ン 

心*vs 〇,成，，わ 
2S000At*S, 300004械tし* 

ン し， 

HnnaiHiu 
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瞻mかついたら卜べ------,いいんて■すよ， 
これで.実力をた•してないから.本当？ 

攀手がつけられないよな一，こんなカン 
チャンをツモるなんてさち《し』一” 

麻雈ケームは大きく 2祂類に分 

けられるんしゃないかと思ってま 

すひどつは結果を楽しむもの,， 

安かろうが高かろうが、とにかく 

和がって和がって和がリまくりk 

その後のイベントを楽しむそう 

です、女のコの服を脱がしていく 

麻雀ゲームはこちらに厲しますね 

tうひとつは過程を楽しむものて 

すいか【こして自分が和がるか、 

そして相手を和がらせないか.捨 

て牌を見ながら相手の当たり牌を 

読む，またはその逆で、いか【こ自 

分の持ち牌を相手からポロッとだ 

させるか私はやはり後者が好き 

なのですよ麻雀のダイゴ味は、 

この”かけひき1^なのではないでし 

ようかまあ、女のコが脱ぐのも 

嫌いじゃないですけど……u 

この*ぎゅわん自己"（略してる） 

はまぎれもなく後者ですという 

よりも、このゲームの姐いは1國生 

fl勺なキャラクターとの、し烈な攻 

防を-楽しむ*なんしゃないかな,,じ 

っさいブレイしてみてもそういっ 

た印象が強い。ゲームでのキャラ 

クターの会話もからん'^なかな 

かいいカンジに仕上がっています 

「ちゃい9 jと言って捨て牌を蹲す 

ミエちゃんや貧乏おやしかリーチ 

をかけると登場する子供など' 原 

作を知ってし、る人は思わず笑って 

しまいそうな展開。しかも麻雀特 

有のテンホを乱していないため、 

ブレイヤーに索[0に受け入れられ 

るはずだ。原作のイメージを大切 

にしているなあと感じるのよ 

とはいっても不満はある.：原作 

の主人公てある持杉ドラ夫が弱い 

| 

ですa必勝法としで 一 

のだ。確かに強いほうにはいるの 

だろうけど、いざ対戦するとけっ 

二う静かなのだ。和がる回数も少 

ない気がする,:.これは私が强いわ 

けではないのだが(謙ii)、もっと 

ロコニ 
げし、ツキ碑<なつて 
二ばばの抑て 

カモなのよ、これが。つ0 

な 

■ hi ITTH. ■-.へ，I .一 
t ぐ衷 

れリー^^ ”し卜⑼ すタイフですね.* __ 

とかなんとかいっても、よくで 

きてますよ麻雀好きな人uゼヒ 

買ってほしいと思います本物に 

はかなわないけど.-ね、片山さん 
データ：ゲームアーツ 

MSX、MSX2兼用 

メガROM、6,800円 

Mu ix 

，のヒしフルとやれ！， 
V-M.二 ま 

マジでや？}たい人は スキモノのあなたは 
私がおススメするメンバーは、実 
カナンバー1の持杉ドラ夫vちよい 

とflのいい谜0ジイさん、見ていで 
アキないタコ罟内の3人ですcコン 
スタントに和がればまずトップです 
けど，ドラ夫とタコ宮内の一発には 
斐注意です0あと、謎のジイさんが 
振り込んだときの表情は一見の做1® 

アリなのよ。やってみてくn—射搫〇 

ダンナ、いいコ紹介しまレよラか。 

まずは律見江三エちゃんg彼女は， 

くfちゃい零』をするんですけど、 

れが父性本能を < す<■ 〇ますせ 

は大人の色気が漂ラ迷彩レディー， 

揺て牌に注翥だ〇あとはオクトパシ 

一.ふみだね。惑わされなければ大 

丈夫。さあ、それであなたも悦楽と 

魅惑の世界へI (ラそdrytm) 

ハデにしてほしかったrケーム中 

もちょっと地味なカンジだしDキ 

ャラクターもこの倍はほしいな。 

ま、謎のジイさんに勝るキャラク 

夕_はいないけど(キリトリ線内の 

ヘンな人)6 

ド，* 3-11 

ttPf パ龕 ftQblA^A 
中1LA3 

9nw\ 

評/ラメン田川水胞 
(イカした麻雀中毒患者} 

ラ/ン 泉 Gントン 

第一印象參 8 8 7 

垛作性_ 7 8 7 

グラフィック# 7 8 8 

シナリオ# 6 7 8 

お買得®# 8 8 7 
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アルギースの 
:画堂スタジオの闩PGといった6覇邪の封印.など 
けつこう定評があるのだ。そし■こ今度のRPGは、 

『アルギースの翼:。い一かもしれない。 

全国一干万のつりファンのみな 

さん、こんにちは,.お昼のひとと 

きをあなたと一緒に.ヘリー下田 

改めおんせん下田と申します！ 

私はまたMマガに入ったばっかり 

のおっへけへ一のようなヤツです 

が、実はホントにおっへけへです 

その言E拖に、M7力10月号ではバ 

力面をさらけ出すわ、へたっ•ひっ 

ひ一なイラストを描いちゃったり 

{R-TYP£とかイースIとかファン 

タジーとか…）と、バカにより一雇 
磨きをかけておりますですが、ゲ 

—ムに関してはけっこうな腕っぶ 

しを持っているのだ（ダラテ_ィウス 

2 it1面でやられちゃうこともあ 

るけど……).それはそれでイイめ. 

今{卽tアルキースの翼を私な 

りにレビューしてしまおう,，かよ 

うに思うわけですが、あらっ奥さ 

ん今そ二で見かけたんですけど、 

アルギースの翼，デイスク版で発 

壳してましたわよcなんでもメガ‘ 

ROM版も近々発売なんTすって 

奥摘もニー緒にどおですか？ま 

ぁ、奥補もおやリになる1それて 

はお子様も旦那？まもご一緒に！ 

まぁ、奥つき！!高！奥様っ 

てファンキー！ ノリノリにきま 

つてるわあフアンキ™キング！！ 

ありや一、やられたよ一! 
アルキースの翼」では、倒さnると 

お金を全部もってUかれZしま5の 
た。ガーン！丨あともラ少しで賭の 

武具が買えた®に。なんてときには 
ホント頭にぐるのだ。だから、こま 
めにセーフをし？:お<©が興いんだ 

けど，前述しよ，に私はおっぺけ 
ベでしょセーブの'1セ"の字もしな 
いのだ。ホント。バカI 

ちIt ^ 'しtv.■しt 
句 «C I. n CCSSr 

こWt.* Y . t■てi nzm 
れ*い 

t•こい畀へわ■/K#■友” 

曾お金を金郎抟っていっち*うなんて， 

それはないとSう，せめて半分fけても. 

i .1 . - 

咬ぐネみ:％ d連ミ’:M洛 

tスト“リーかハ？，一 Vと该れ，タイトルになる写真てUわからないけと、.崎，の® 

かそよそよと掊nているのたう一ん手の込んた.系出たわ 

Tルギースの興ハメイン画面が 

上から見おろした画茴で、町や城、 

塔では横から見た画面と、とっつ 

きやすくTきているゲームがき 

て、「二れは面白そうだ」と思い、 

みんなには内緒でこっそりフレー 

イしてしまったのた’最初のうち 

はレペルがH、から弱いのひた 

すら弱いけどIある町でもらえ 

る相樺？である1Tを手に入れ 

ると，戦關モードでエサ1個につ 

$1回だけ攻窣してくれるのた 

けど、エサのf每&が高い！ レべ 

ルが上がってお金も增えるけ匕 

もうそのころには/！をアテにしな 

<てもイイ強さになっているし一 

アイデアはイイけどちょっと……、 

という気カヾするゲーAパランス 

はなかなかよくできているけと、 

大ボス周りにいるサコキャラか、 

強いのなんのちJ：っとでt気を 

ゆるめると死んでしまうハメにな 

ってしまうのだけど，お金を貯 

めて新しい武器をnったり、魔法 

を使うことかてきる妹を仲間にす 

ればそんなことはないのかも: 

グランプリの鷹h 
ある町で，域か仲間になってくれる& 

けどエサがないと働いて < れなしWだ0 

まったく6しかも、1個?DGもする:t 
サを食っときながら，それに晃合った 
舻き苍しちやくれない6困った相榑だ〆 

途中、1接の武ITとい3アイテムを買 
ラことができるが，このおかげで属の 
政期力がアツブ丨かと思ったらそラ 
でもないみたい0ま®,がわいいキヤ 
ラクターだから許せるかな7 

倉二のむっちぐんからエサを光ってしら :*臞<4か缈に攻擊しているところ广 

うのた时むからIけてくれない？ |あんまりタメージを尽式てくれないのた 

スノトクリンクセHレつ一感じ 

af-彳IAS 
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HEillllllt ものスゲー戦闘! 

とにかくスゴい。剣で攻戧したと 

きのアニメーシヨンはごくフツーた- 

けど、 保法攻撃のアニメーシヨンが 

At I火柱が立った*^火の玉が 

敢雄。たり、逛が落ちたり……。 

かなり凝っているのだa中でも一番 

スヴ文と思ったのは，カズノヒ□フ__ 

といラ腐法。兄と妹がMSして巨大 

な龟とな0炎をD±<のだ。MPを？50 

も便ってしま5けと\敵に与戈るダ 

メージは1500ポイントIIどへえ〜I 

これでは生きていられるモンスター 

はいないよぉ□けど.これでも死な 

ない強敵が後半にワンさかと出て< 

るぞ0ガーン丨シ3ックI 

會大の王か粕を囲むように神う！ •火枝か粘の與んキに*さ 

カズノヒロブ 

1 

會そしてこれが，カズノtロブrこれ这たアニメーシ3ンた’ 

そういえは、私は"~を伸間に 

する"つていうRPGか大好きなんて 

すよ.’费邪の封Ep^ rドラゴンタ 

エストILとかクリムゾンなん 

ていうRPGね..ホントーに目がな 

いのだだって，今まで〗人で_ 

つてきたのに仲間がふえるなんて 

ウレシイじゃん：^又。ほ!^にも 

戦關シーンでのアニメーシヨンや 

Aズーダカスタズカズタズー^って 

感じの(わかんないって)音楽もヨ 

イと思ったのだ..口™ドやセーブ 

も速いってのも良かったと思うよ 

ん□ー ドの運いゲームはイライ 

ラするもんねアト，举綱シーン 

に時間がかかるってのも困りもの 

たよねけど、アルギースの]i. 

の堞合はカーソルの右か左を押し 

ていると速い連いアツという間 

に戦闘が終わってしまうのだこ 

れはいい，けっこうイベントかあ 

あちこちに敢らばつている謎 

を解いていかないと，先には進 

ませてはくれない。このゲーム 

では、股の霜1vといラ小冊子 

が付いてきて、この革[こ致々の 

謎【こ関するヒントが霱き示され 

rいるのだ。こラいラアイデア 

はボードゲームつぼくて私も好 

きだし、とてもよいと思ラ。けど 

モンスター紹介が出ているのが 

な一んかヘンな気がするけど、 

ま1モこいらへんはヴームだし 

ね。中でも、'1古代文字を解読す 

U る#つてのがよかつたな。あ一で 

^ もないこラで％ないと、プツブ 

ツ言いながら解読したけど、た 

のしかったのた 

fgの的にそひ乂立つ山私ij山岳部(二■立ちはたかる〗IL平泳きしかTきない 
所.强したことかないので山は登れんぞ！ 私[二とつて1ここを泳ぐというのは結た. 

るほうなんたけど、私としては. 

もう少しふやしてもらいたかった 

とも,愚う。いまいちゲームの展開 

に盛り上かりがない. 

ゲームのイベントの中て一#フ 

—だと思ったのは、ある場所て'^し 

らベる"のコマンドで.水の稍霊が 

出てきてナント60,000Gもくれた 

り、カメを助けると妹のレペルが 

最強になる、といった隠nィべン 

卜があること.せっかくケームハ 

ランスかほとよいと思っていたら 

これしゃ一ねえ無理矢理こうい 

うイベントを入れないほうがよか 

ったと思うんたけど-へ残念なの 

た操作性もよかったのておm辱 

なソフトだと思うが…… 

データ：エ画堂スタジオ 

MSX2, 2DD, 7』800円 
評/おんせん下田 

〔ラジウム温泉） 

10段階評価 
_フメンー温聚—qAj> 

第_印象_ 7 7 6 

操作性# 7 7 6 

クラフィンク* 7 8 S 

シナリオ• 0 7 7 

お筠得度籲 7 7 7 
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mいでください。撰はエルギー 

ザの射印』で八スルステージモー 

卜を発兒したので報芑し丞Ta 
?〇面の下の画面に陪りて{写ぬ 

祭照).ここで•シャンプするとビラ 

ミツドが現われるのrす。その屮 

に入ると、なんと£5バズルができ 

るんrすよ。希望ソフトはtゴー 

フアーの野逆.‘をお願いしま可^ 

(東京都ノロンドン小林> 

うそですe本当はMマカ+li月•写 
の技あり一本丨のコーナ--に畋 
つていました。しかし.コナミさ 
んも遇んでますねえcこれ石知つ 
たとき，もしかして36パズルとか、 
G4パスルとか％あるのかと睽思 
つてしまいましたsないrすけと。 

—■ I i I 1-1 I •» I •..、mrl--Lm-L^i i 4 U^kM 

EIMMEIM 

mEFjf叩E]【㈡ 
[t;iit]PO] m 

王家の谷•エルギーザの封印 
そラいえばも5受験シーズンも間近。 

勉強、やってます？あ、よけいなお世話ですよね。 
でも、これなら頭も良くなり一石二鳥なのでは。 

いや一、近ごろめっきり寒くな 

ってきましたねえ南固生まれの 

私には，ちとニガテな季節なのて 

す雪は好きなんですけどね.あ、 

どうも.初代Mマガの使い走り（現 

在は2代目フォーマ•プト林が活跑 

中).、4寸木です。編集部ではもう口 

ンドンロントンって言われてて， 

誰も本名を呼んでくれませんと 

いうより、みんな忘れちやったみ 

たいです。物忘れがひとい人たち 

てすよね、まったく。 

で、今月私がレビューに選んだ 

のはコナミ<?rエルギーザの封印* 

昔からのM SXユーザーには懐かし 

い、王家の谷_.の続絹ですこの 

ゲーム' ルールはいたって簡単 

面のあちこちに配茜された光る玉 

をすベて取って、出口てある扉に 

行けばクリアー、というもの 

でもこの玉を取るというトコか 

クセモノで、上手に道具を使い壁 

をほったり、敵を活用しないと先 

に進めないようになっている要 

するに/ vズルケームなワケですね. 

でねiはしめこのエルギーザを 

見たとさは血かさわぎましたな 

ぜかというと、しっは私、ro- K 

ランナーみたいなアクションバ 

ズ'ルが王度の飯よリ好きなのた 

そんな私なので、エルキーザを手 

にしたその日はいきなリ撤夜-朝 

まてや：>ていたのですが' 途中で 

行き詰まってそれ0£進めなくな 

ったため、それ以采エデイツトモ 

—ドでず一っと遊んでいたのです 

⑼ン払zz‘ m fmiLh l 
-- 

tfr.kf)スA{7.-8CM b'finちいい気分U < ノテf，シd —ンスな仍T r 

しかし今回レビユーするという 

二とで、浅りの面もやってみよう 

と思いたったまじめな私は全so®, 

なんとかクリアーてさましたよ 

やっばりおもしろいなあ、コレ 

特に私が推したいのが、エディ 

ットモードこれに決まりですね 

このゲーム、ある^^やりこんで 

くると、「あ、この面はこう解けば 

いいんだな」とオボ□ゲながらわ 

かT■てくるんですて、「この分 

をこう変えれdもっとおもしろ 

くできるのに」なんて不滿もでて 

<るわけそこてこのエディット 

の登塌おもしろいのよ、これが 

性格悪くなるけどね、そこがまた 

たまらないのだ、と断言しちゃい 

ますます何てもいいから面を1 

コ作ってみるそしてその面を自 

分てブ‘レイしてみると、「ここはら 

っと■しくてきるなJな_んてと 

ころか必すでてくるのて、そこを 

直すそのくり返して紱後にはイ 

ヤラシイ面がてきあかるわけそ 

れを謎かにやらせて困る姿を楽し 

むわけですこの、姿を楽し 

む"ってのがホイントくくう一つ' 

ああもう考えるだけで作りたくな 

ってきたそそんな魔力がこのェ 

ディツトにはあるのです，ホント 

ただ、エディツトは2人で遊ん 

だほうがいい 2人だと1人しゃ 

わからなかったような解き方を見 

つけたり、アイデアの幅b広がる 

し何より、相手がいるほうが二 

ちらt>作りがし、があるがらね 

REMEMBER MSX! 
このゲーム、MSXとMSX£ 

用のソフト#それぞれ発売され 
ているという、Sょっと変わった 
ソフトなのだ。ここで2のユー 

ザーだけが邛bないこiをひと 

OpMSX版のソウルス■卜ーンは. 

キラキラと光るんです。なんか、 
料した気分になれてうれしいの。 

今年の冬は、やっぱりパスJレです 

r\ 

_へへ どぅと1料.U6せ レ 
1/ 
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MSX SOFTWARE REVIEW 

ェデイットの魔力 

エディット令知らなければエ 

ルギーザを語，ことなカサUと 
いラ音からの^tお！^このケ 

y…はエティットは大Wな要 
〉ですc _絮部なんかでも1 

:燃えtいる人なんかがい 

;橄盛0あがっていました 
私のライバルは,ラメ 

Iでしたが、今では私の®i 

:一い。私はエディットの 
:求めているCDた& 

•二ういづ地通な努力めすえ. 

粟呻らしい作品か生Jれるわけ 
uとつ作&のに4两閘は必要 

「ロンドン，坑味悪いからひとり 

で拍手すんのやめろってj 

『あらま、ラメン田川さんいや、 

これはですねえj 

rい一からさ一、木村屋さんで午 

後の紅茶Hつてきてよあついの」 

「は_いあれ、林いないんてす 

か：お一い林。ちえっ、いないの 

か今日も使い走りなのねj 

あ、そうだこのソフトて気に 

なる点がひとつただこれはバズ 

生を重視したためかもしれない 

んだけ匕ルールと仕掛けをもう 

少し簡単にしてもいいんじやない 

かな。一方通行のドアなごはとも 

かし通り過ぎると突然出現する 

壁なんかはなくてもいいと思いま 

すそのほうがわかりやすいしね. 

エディツトの魔力 
= 3 

兄弟这□クインの制作アシガル©、 
沿永の作i■皮はトラップウスール 
を多用する。個性が表われrますね。 

エディットの魔力 

=1= 

これはラメンm川水虧®作。とっ 

ちかっていラと勢いで作るタイフな 

ので，未完の大作が多い人です。 

ま、総合的に見て、かなリ遊べ 

るvフトはっきり言ってこの値 

段でこの内容、そうないですよ 

テし夕：]ナミ、MSX. MSX2 

メカ‘ROIVk 5,800円 

評/ロンドン小林 

(Mマガ初代使い走り） 

ラメン 温泉 〇ンドン 

第—印策« 〇 

垛作性# 7 

，ラフィック 9 

7 7 
8 8 
8 8 

シナけ才參 

おF!得度參 

7 8 9 
S S 9 

S通.!こフレイしてt〗るとわからなL\んだけと.全B0面の中に 
は、全体をつなげると文；のデザインになつているものが結榀 

あるのだ9全即固もあると、避びたくなる気持ち、わかります 

—れN- 

ヘンに 

r,淀 

当開 

ン田ji 

ではな 

你m 

あとね^このゲームのBGMつて， 

いかにもゲームつぼくてイイです 

ゲームが終わったあとも'夕ーリ 

ラリッタッタ〜、と口ずさんでし 

まえる感じが特にねなんかこう、 

>耳に残る"わけですよSCCの音 
て一番6ゲーム〃してると思う 

それと自分て面を作るとわかる 

んてすけどね、面をデザインするっ 

てとても大変こういうバズルもの 

つてアイデアが命た•から、納得のい 

<ものを目指すにはすごい時間と 

労力を使うんですよ3 

でも、そう考えてみるとこれだ 

けの面をつくつたコナミめテザイ 

ナーさんつてす.二い人たちたね 

詰め将棋のようなIじっくり考え 

ないと解けない固，ひたすらアク 

シ3ンm視の面なと、よくまあ6〇 

面もあれだけアイデアか出てくる 

tのだと思いますホン拍手 

を送りたいてすハテハチハチ 

雨のテザインたけでなく.キャラクターたちに 
も注目。なかなかカワイイでしよ*特にボーズ時 
のヒックかなかなかの芸人なんてすよcドソルや 
つるはしをがついでる姿が、やけに惝sをそそるc 

•コす三ホース技の歴史左わ亡7トンをtいT '我るホすG > ,トイレ[こハ 

マ* t“ホn > そして、观4 < 3版立てふ《をTるヒvク htU心糊かわかる？ 

« 
Ml 

丨 

triMwi 

10段階評価 

: 
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SONY 

絵 
も 

も 

も 

機能充実、 
也n:a 1 

i '(! r b b - ■ -r e v ■' K m b 4 b ' ■* « ■* 

みな多んい河ごしてす妒？说？先.の7广j力からトクタ 
:饮かしい付仰が味よ ^i.it t.MHJJし.久I -ぶりrr饮かしl ' 

'ベだざい. 
-> CT- 

エンピツ感覚で使えるそ：f 
I 9S9Tt^}l on m 

7 ! 1：? 0 19 ' |：HJ 

「谷]1-1 
；IJ C tJ ct 

なし r^iプルダウンメニューが 
1I1スグレている。 
7ルダウン〆ニューを採用たから便いやすい 
んださらにMSX-JE対応なのて.高速かつ 
効率の良い変換ができる 斜体 

卿fli 'Wi^f :I 

Vi 

3文宇修飾、 _抜き 
イロイロがリッパた。1網かけ 

m I lr. 

na^fi1^ 調私沈料 ■v * '-™■^■nSQftflnBCMHKDMkJDCr.C-nK^ 

こ;w 

ブロック騙集機能がウレシイのである Q 

フロック編集や力コビー、へ”ストもてきちゃうから.文窗檐_かラクチンた 

イラスト集付属が 
タノシイのだ。 . 

描明]，網かけ，アンターラインなどなとft萬な嫌飾薄能がつい 約〗00稽鑲のイラスト集付き -v^ 

淡 

てるそ半角（カナのみ）■全角-播措瞄愔+ 4措角と文宇 オリシナル文_を楽しくしよ 
サ<Xもイ〇イdしかもJIS第卜第2水準に対応 うせ！ ち 4 % 

高機能日本語ワープロソフト^ 
茁ん tiJ 客え もん 

属 

珍 身 

レ さく: ざ K ちん 

交書作左衛S 
.參ケ 

HF ^ ^ 
紙 
身 

W 

ESla 國X 2 £ Sony Gr 
B012DSS6,800円 

Swirly GuRVifivriori/1 イラストニザインf 日r，_[ti；r twnd」ai>.i” 

，…か 
，ュ『，二， 

今 
夕 

峰’ 
s 

芩，& 
、务A 

疇 
% 

為'砂二'* 

癸 
夺 

% 

♦ 

まだ、はがきを『書いて』いるのか7 
囹住所録を『約1,000閎書体には『毛筆 **⑽』 4]ガイダンス画面表示で 
ftfc©錫し多*携箱も自動ソ-もある毛翬フォントテ仍つきだから.毛__体て宛名印宇『士%ノ々％/撞作， 一 
■ T丑利C』 WUt £P字#■外_Mて祕レイアウト表示っI 卜ん〇』フアンクンヨ 
卜も，クルービンク •穴r 

も.できる釅単な 
名刺管理に使え 

るぞ 

簡Uカード型デ 

^ ンキ—中心のキ—搛作のう龙，ガイダンスか画 
\si\m-mVJ興醫ノ―^Qj通に聚示されるから，播作は簡単！ 
もついているたからはかきのことなら何ても 
okシンプルr使いやすいisifだ 

タベースソフト 
垆承 K 

⑽き書棚 
もん 
が承 

f為 印 

I* 參 

//: 
U 

CSfcfSSxa 
HBS-B013D 蹂7,800円 
C Son，Ciir^HKalion. L 

キミのMSXにも「作左衛門 j 鮮明さで差をつけるならコレでありま1： 
書右衛門ljが使えるのてござる 0 

MSX-JEを内蔵していない兮まtのMSX2tも文_f>在#1鬥 
liがt書右»iflかflfえるようになるのた子«；I^@ASIC*JISWV 
_2水，-：1字ROM*WISX-JE:i1_AOM^15BJft 内« 

嚇扣文3_(霉準■ポエム•かしこ）英文31■(樣舉ボェム■デコ）め置靄な_ 
律•住所■名前を入力するfcけて.フ;マ/卜に角hせT印宇す吞霉*宛名 
印字モートフ#のさ攀JtSWI*2水*;•宇ROM内《 

fプリンターケープル付 

MSX抵利I本沾かHリッジ 

HBI-J1 SS17,000円 m 
C ASOtl Corporotiyn/ C' iJU^y?^^ C.Sony C(>rporauon 

'2 1ドットi免tサーマルブVンター 

HBP-F1 
mm ■格44,800円 

♦カタaグを#致される方(J住所■邊名i年於瓶SMWliSか嫌種名を明紀•の上，〒W東京都聲灰垌区内V二，味カタログ胸休へお申し込みT$U鲁17^1はアスキ^關榷て1 



これほど人間クサイ野球ゲームはなかった。 
どの選手か？筠芄か？1手テニタに加え，人格テータも慽えた*界初の野球ケーム生選手のII性をft抜け/それが箝利へのIた 

♦テキu铵mか？弭氣か？人格テ_夕や実 
賴て备遇手が健性あふれるブレーをするt 
•瘙壜<gだ赛況中_»能拭舍状況 
や.内角球にビビる選手のKtiなどをリ 
アルにmiする.驀況中*®機能つt 
響球場を通べ爾天コールト笨であるそ 
ドーム球11外プロ球場.市民球場め 
:Jつの球ilを用*ドーム球場以外では 
天候や畤問もリTルに変化 
參U球描の壮鶬な職いだJ2球团に加 
えて大リーグイメージの球団.往年の名a 
手iこよ$レトD球団が参加 
■ブレイモードも4_钃1ペナントレース_ 

オープン戦Ktfモートホームランモートの4»のプレイ 
モードだ大勢でホームランM争もできる 
_人ゥた.入--.た大空1UBGMはFM啻满対志たから 
迫力达群 

どリアル蚱球シミュレーシヨン 

圏 PLAY BALLH 
；5：, :. |g HBS-G068D 棟*価i格6,800円 
， CE32⑷ [^°°] ：3C'Sony Coffn>ra(«fi KLON 

プレイ 
ボー*ル 
，ン》 

3} Q 
»0.39 

L4I7•肪 H 

I5H 

id 

m- 

L..一 

m 

近日発売 

E卜，， 
ll-i^k.EI^E=1l 

君はゴルフ会員券を買ったのだ。 
有名Jルフクラブのコースをそっくり再I見細かいプレイ設定に4薄のフレイ 

モード緻密で太祖なゴルフテクニックを養うのだ 

Membership 
身驪の有名コルフクラブの1^ <、^ f メンバーシッフ 

シミュレ-ションK厨餐Hコルフ 

HBS_G069D霭準価格7,800円 
E3fcl-MfSlx2 :^=S*>fty CsrporatiAM KtON 

ますaiaた正会！*登録をすませ，ざあクリ^-ンへ 
サザンクaスカントリークラフ.田人カントリ”クラフ-GMG八■£子 

コルフ場.畏»カントリークラブ——有名ゴルフクラブのコースを忠夷に 
—■ i - f-—一丨. _■, ‘ ■■'■琴■.里-J«—»—^―^1—1JK-. -Pi,m i| lip. i ■■!； H ■ f. ■ «i I I I■ J- ■圃 _■■.層■■，■■国 

nm.本物のコースならてはの緊强憋か眛ねえる 

〇去塞イクゾ【霪塌感たゥぶりのプレイスタン 
ス，グリップなとフレイの；：まやかな设定がで 

きる？え.コースの超伏もリアルに忠霣再现 
:..キ.ャティざんの？u神の声アトバイス嫌能 
付き.キャディがキミに遽切な播示を与えてく 
れ5んたさらにへットインハクトの捵間を再 
現し■打ち方の研究もてきる 

多彩なズkニモ-ドたLストローク■マッチ1 
卜ーナメント，トレーニンダの4モードでプレイが 
楽しめる 
クリーンいつはいに広がる音楽BGMは 

_ ■ ■_ ■ ▲ _»_ i. J. ii i ■-« II m ■ II I 

fm音源対®r迫力抜群 

j紳 

|—| 

•トレーニンクモ_ドr进手を鍛え，ウオンチ（m 
n)モ'"ドて相手のnr力を？かかivランキンク〇「卜一 
ナメレトモートて世弊爹ヤンプを自播す6つのモート8人 

Sてのブレイヤーて遊へる..奥の深いホクシンクケームた/ 

►上16V7H4. メインFWM64K以上，V RAM]23Kのパソコンシステムでお使い《ださい.±た.(^3*のノフトは.^32めパソコンシステムでお楽しみ下さ'A* 
I上!£「PL/W SALLCj^^^omd-rTship 〇训」の発光％it搞の為.米年年明けに铤Ml々こしよすHわびじHT正いたします 



n r. 

「SONY S 
mz^ntz, 
応*奮の中 
Mせんで50 

vr 

デ^f ン 

枝ミ㈣ 

君©アイチノ 
• ftSuHifiti 47T15- tts-4 K-■»,»*«JA#号■幟_ 明ifの上爷 i_:^m京r*幛颺 

I自作ソフトを応藝じC欲しい/ 
•一般プログラム抽鬥…y—ムソフトR.RG.シューティングなとイjfl発用エティター 
お絵■きソフト、ツール等、案用ソフト表針算ソフト等のフ□クラム 
_小林ツクロウ，部n.HツールディスクFlXD.FtXDmk^ンケームプC3クラ 
ミンクツールFIXDJWJSまたは/センサーキツドを使つてつ<つたブログラム 
參7イデT部mんなパソコンやケームソフトがあったらいいな等遢が将来欲しい 
M SXバソコンにつし^てまとめ、絵やイラストを入れて蜕明してください 
■各貧ベストHIT BIT富、準HITSITItの他、アイデ<ステクニック、クラフirック，ひよ 
うさんさを鞞愐する特別貫があります,受赏された方はヒットヒットスタッフtしてXS定しま1 
_ヒットビットスタッフの特鸚春ザの1ヒットビツト商品パソコン*面aft器ソフトの中 
から希aの商品を进んでもらいその商品のモニターをしていたたきます.♦ ★の？トロフィー 
とV二ーオリジナルスタジアムジャンパー」がもらえますさらに応iじて<れた:人の中から* 
抽3Eで300名格にソニーオリシナルス3ジアムシヤンバーをプレゼントします 
mmmm^ •応nn品*msx規格で作られた自作ソフト，*フロッビー 
ディスクある•いはカセットテープで穿加をお願いレたします..確SSのため2囵 
以上同じプロクラムをセーブしてくたさいアイディア部門は；^の雄りてはあ 
りません:.*本コンテストにお送Uいただいたブロクラムの*作碥など一切 
の幢料は,ソニールに帰風いたします*発表作品は、未発*のもの【こ限ります 
_応羃方法*応募用紙に氏も使用懺栗嫌作方法等を明纪の上お送りくだ 
さいft*用紙はソニー商品暖売店でお受け取I ください申なおお送りいた 
たいたブログラムはお返しできません沬り失tw mm 
川芭北品川6-5-ftソニ-vンクラボラトリー内_ソニーブロヴラミングコンテス 
K保•期閜Iflea年t2月1日より19M年3月310当01印有効拳入I者-入 
實作品の発表刚9寒7月号6月りMSX霹n広パソコン誌にて発表：’ 

お争ころ儀■©*性I fけールティスクでつくる晴代に入rjた: 

_Frノールテずスク F 彳 XDjnk3f^i 
7 _ホ》齜_ボーズホタン_1中<ンシケーター装！！■メインR AM64KB. 
V RAMIJ*KB1E*mプ□クラミンクmmnI0キー_JSSft年ーホート_ 

凳+売Ml 
.. r I m» 一 lHTnHf 

HB，FlXDmk? 

i■準個 tt49,800P9 

つ<る晴代fl)赛力_LゲームブロヴラミンクツールI 
ゲームがつくりたくてたまんなくなるも 

_¥-ムフaクラミンクツールF1XDJ辱用付sms填木辠料ROM 
1女畤实_辞fFTOM MSX«i日本機鼈内•思装イン 
チFDD内《_スビ3ン*鲜夕™ホ榷__ボースボ？ン攢Itfl ■ »中インシケー 
夕一SH ■メインFI A_K &.V-RAM■プロ悚ン9の細娜 

-_JIS*利キーホート_2スロット 
HB-F1XDJ 
*3lia»69teOOP3 

新.発•充F1 



パソコン通信の構成例 MSX-DOS2使用時の構成例 

EX-4 EX-4 

パソコン通信で未知の仲間と情報を交換してみたい。MSX-D0S2を使って日本語で効率よく 

ファイル管理したい。でも、自分の持っているMSXは2スロット、フロッピーディスクなしおまけに漢 

字ROMも内蔵されていないから…〇とあきらめていたキミ□ NEOSの拡張スJ3ットボックス「EX 4」 

を使えば下の図のように、バソコン通信はもちろんMSX-DOS2を使うこともできるようになるソさ 

あ、MSX]ンビュータに進化したキミのマシンて：パソコン通信やIV1SX-D0S2にチヤレンジしようぃ 

■ wr^x. Hsjjg.aaaMSit アス惲て't 

~T- 

デー欠セ_プ阐 

ディスケット 

MSX沐 it 
MSX-D05Z 
ディスケット 

•のM&ス4 T.lK'iノVい」：1 

さらにひろげ 

MSXマウス 

MS-lOXs 

Hum.in 1，.レ,in.mぐ、(:nWiminieali抑tillホすi •フド知冗用边111Itこよつて成)H(拣張スロット)に対応して'■ぬぃもめがあ^きす詳Uは癸光元にお間い合せ下さV 

株式会社日本エレクトロ::クス システム率す部〒1〇7東京都沿.区哽戌山7-3-6南离山靶H大京ビル 

■t 
T 
ム 

MSX拡張スロットボックス 
MSX.MSX:?のスロットを4つに拡張す如卞ックス 

EX-4 ¥29,800 

次』'TROM 
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ワ|7口77卜 



インチエスター家の末商霉争 

メティア定 

S8DD 
5 PhD 

3.5 FDD 

5 PD 

WD ~ 
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S 2HD 

9,咖円 

7.600^ 

チ賺y 

TaoS 
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白夜物語のスゴサはこtiだガー 

•面白さ抜群/笑いと恐怖の2万文字メらセージ< 

_各機種專用のシ: 
汕ケ吒のァこ力'.*^ 

游クラフィックの署き下ろしc 
二洲.XRf〖のみ） 

•初の$ifll _HE同時表示。® カラ—クラフィゥクモ-卜使明:1 
かソソる。(X68田ァトペンチャ-ゲ-ムwn 

rr7i3!.t卩けアミ]スメントカ-トリクシ;.ぬ 

&パンニンクスクd—ル# tPC90/XKB®*] 
画面左右の見えない所も切替なしで見れる。 

•全機_ジョイバツド対応P印ft 14削，，Iフント.（]渊V ¢31 EAST CUBE 

イ*T-TifM *nf 
鮝11聶的》式SM EC，》SH 

tOBS PHONE 011-71卜7期 

シリ-ス リ-ス *FMT7 •Oxl 

jrnmL. 

i(W^ 

MSX E mm 1 
|誦 
l__| 

賢* mdC- *•» 一 .、今' 

―士「一 

'S/三士门Iノ" 番号、f主IK名，「ELSS肩を日月 
現金!^で、麵当社へご注文くたさいe(送丰4サ—ビス） 

c tf 

XTSSOOOシリーズ 
^32専用 

mwr?]シリース 

対応播得 

PC-9801シリーズ 
B # 

K-880lmKSIR以降対拓 

* PC-980«シリース镰 PC-eSOImHDiR^ 降射 f: シ1J—ス 

恐怖の叫びは、MML くする。 

ウィンチェスター家の館に入ったとたんt 
o_vクを手にした女が、悲鳴と共に消えた… 

被らは?ゐ怖の館に閉じ込められてしまった.. 
閒の中に何かがうごめいている: 

二の館には河が居るのだろうか;？ 
次から次へと躲いかかる恐怖と謎……• 
そして館の主人、スーザン.ウィンチェスターとは…？ 
イーストキ1ープが自價を持って 
君におくる、パソコンソフト第2彈グ 
コミカルホラーアドベンチャー白夜物語 

拳お知らせX6800Gは、来吞まr 
発売が延期になりました。 

テレホンサービス実施中// 
(PM7：00-) PHONE011-711-7709 
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ついに、出ました。Msx^i (tムン 

これまでのMSX.SX2との!1位互換性を保ち 

ながら、日本語処理やA\/楗能を大幅に強化して、 

いよいよ登場です;しかも、WAVY7DFDIi.話題の 

FIV1音源やBASICコンパイラを標準で搭載,:ゲームにCG、 

コンピュータミュージッ久パ11ノコンの学習、そしてパソコン通 

信やミニ0Aまで、幅広く応用できる，大満足のMSXhでt； 

迫力あるサウンドが楽しめるMSX-MUSIC (FM音源）搭載 

MSX2 f規格ではオプション扱いのFM音源を標準で搭 

氣ピアノやギター、オルガンなど、64の音色が楽しめて,8オク 

ターブ9重和音も楽しめますさらに，今後はFM音源対応の 

ソフトも続々登場予定。迫力たっぷりのサウンドで、ゲームも数倍楽しめる 

日本語処理機能や，カラ_靜止画像表示機能などで，強力にハワーアッフ 

MSX2,仕様めWAVY70FDは.MSX-BASIC Ver 10とJIS第一水準漢字ROM 

の搭載で、漢字入出力が手軽に行えるようになりました。また、最大19268色 

表示のリアルなカラー静止画表示機能や、画面の水平スクロール機能も新たに 

装備。特に、WAVY70FDでは，BASICコンパイラを搭載じTいるので、プロ 

グラムの実行速度が速く、CGの描画速度なども大幅にスピードアップ。さらに、 

使いやすいフロントローデングのFDDや，本体上面配罱のダブルスロット、連 

射コントローラーやポーズスイッチの搭載など.大満足のパワーアップマシンです 

Pv/*/E 
Eu^2+ 



m MCTORY 

c fyft PROJECT.mC.19B8 

gル、公園、地下道、舶と大都台に展開する^大なマッスB方向スクロールで縦横無塚に駆けめぐる主人公ライラ0 
行く手を阻む^像を超えたクリーチャー群u血みどろに色彩られた謎。 
マッブは'キャラクター、広さ共に前作の5倍以上。ストーリーもさらに深さを増し、戦鼢もはるかにダイナミックに 
なつたシリーズ缵新最強のアクション•アドベンチャーr死篮戦線2」は、巨大化を遂げここに再臨する。 

スケール？ッフ 

3+5 2□□ディスケット？枚組円AMS4K以上V闩AMlでBK以上_予価7加0円12月下旬発売予定 

4 企画•制作株式fi社フアンプロジェクト參発売ビ3卜音麇雇業!*式会社PC-册版同時制作快調// 
S||3商品名，嫌毽名，住所v氏名、電结番号を明妃の上 〒1S1聚京都渋谷区千駄ヶ谷3H6-I日世パレス5F 
EHfil現金靈留にてビクターS聚産菜㈱までお申込み下さい。耐拟アスキ”め麻•てマ.TEし.03-4P3イ90Hお問い合せは平日時から士時まで> 

原発ハィジヤック時多発テロ/.突然の01ックに兄舞われる新造都由サン.ドラド。 
だが、それは慘刺への^曲でしかなかった//ふたたび甦える〃黄M路，の®怖 

そして、その影に立つ謎の-®…。 

人々は戦慄し、街は阶出と化す。mxmをIfILに染めて今、/ti後の戦いが始まった/^ 



_麵_11__1^2+の魅力を体験しよう/ THE NEW MSX FAIR開催___illllll__ 
4ア_1は、全国7ヶ所で開催中。みんなでてかけよう" 

松下電器埋菓株式会社パナVフトセンター〒10fi聚京那港区六本木4-B-5和幸ピル コナS株式会社〒1G1蕖京都千代ffl区神田袢保町3-烈 

肺HA丽K VWAMW川1*1 3.57DD(ディスク2枚組) 
HMSX-MUSICSジョイ八ンドル対応 B,80[)円 好評発売中 



KONAMi フアンタジー、 

^ fa 
ハ _i 

/.M 
グラディゥス.サゥンKがクラシカiim曲口ねた1 

クラテイウス•フアンタジア 
アポロンから、绝胬発壳中D演奏はグラ 
デイウス•シンフォニック•オーケストラ 

LP{AYB5-卽？.500P) CD<B打〇-50則3.闡円カセッMKSFI55S}LS0im 

■ 

IV 

全宇宙を震撼させる超時空ハトルか始まる! 

な|| 团畕 BAS!C SAGA 

;牙える美樹本キャラ、人気のクラティウス 
シリーズにアニメビfオバージョンas生！ 

カラーステレオHfR _ l^SOOR 絶賢凳凴中 

EW祌経に斬次元のW!ファミコン版 

GRADIUSII 
アーケード版でも熱狂的ファンを 
もつ名作が遂にファミコン進出！ 

VRC4+1M+IM+16 KSRAW1 5OTP3 IS月1B日形* 
コニ&T-S■ファ.!.! j T い**:. 

週刊テレホンサービス実施都市 閗®地区 本社:G3,262-91!❶ 髯內地区 大阪06-334*03的 北灌1地区 札幌;0n-BW-3咖 東北地E 育森0177^-5731 秋田；0188-2WOW 

コナミ株式会社本社〒1〇1東京都十代田[K神田神保町3-25大阪支店亍561大阪府豊中市庄内栄町4-23H8礼晚営業所〒〇&0扎幌市中央区北丨条西レト3 



創世0 

ダラテVウスシリーズ待望の縞編! 
G6658対バクテリアン戦、G6666対ヴエノム戦 

G6709対サラマンダ戦……… 

そしてG68❶9、スぺースウォーIV勃発！ 

MSJUa兼用2MビツI卜SCC搭載mm1月中旬発売予定 

' く 

コナミの占いセンセーションコナミ•ゲ-ムコレクシヨンVolhVol.4 
西洋占星^L血液型相性占い、手相占いからスーバーおみくじまで盛りだくさんの内容！ なつかwあのケームこめゲームが、ハックeこなって新登場！ Voj.K特別嫩驵アクション編LVol.? 
ゲーム感觉いっぱい[二楽しめますご某内役は，.おなしみのペンギンくんとあけみさん（スポーツ.梁ILVol.3(シューティング探)、Vol.4(スホーツ辑⑴、それそれに人気の5パトルを卿ill 

M5X2対瘃 3.51DD(テイスク明） 4,咖円 新発売 MSX対拓3ず300げイスク舫各a,WJR VOU.VOI^IBWMW VoL3，Volル引$鳙在発亮予定 

025-229-1141 Ema 愛嫌-松山0099-31-3399 相岡-天神 0&2-715-8200襠岡-大牟田：的4卜55-4444靡児應-志布志:0&94-72-0606 

福岡営業所〒:810福岡市中央区天神2-8-30 
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*3.5 2DD(テイスクM) 
MSXS+では■に対応 

*1メガROM f ROMカセット版近日発开) 

定価¥5，000 
IH 川 HiimmtuiiiimHiiiimmHHmtit 川 iiimimmimimiiii 占 

シンセサウルス 

m-ジ3ンU内v,i.i)のお知らせ》 
■楽！■がカセットテープにもセープで丟る 
■楽A表示で左右のスクa一 半asすつ 

[二なって見やすくなる 
■楽橢紀号の改良 

《ノーパージ3ンS奄お持右の方へ} 
パ〜ジョンUP御希2の方はピッツー畈壳槐 
まで镧連*S (た•さい 

rgrH 

r-t44 

クインフル 

№■1 Oiui >TJ iOB tviw mnaim 
rwmmm 

近 
日 
発 
売 
// 

本格抓アドベンチヤーゲーム 

L^l2 3.5 2DD 
PC-B8SR，PC-98版團発中 

c^3 MSXV - ?{ir x + T '-f 
K5 メカ,1> * tント以上の大容1：メモIナ4 IS It LたROM ?7 -トリ，シて1 
:1品のゎ，|：!ぃ合ゎ甘{4«81了？へ..冷!品の1!扱いLJSIT:狀蹙》へ 
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1ファ三クルゾroデイック 
■^a ____________.,, ., , 

〇 # や矿た 

首斬り館1 
betんや 尨，ぺ A 

逐屯M腰K■術 

FM音潭用サウンドツール 

ir^l (ZJMSX-MUSIC：対応 I 

ROMカセットRAM32K以上塵 
定播 ¥6,800 I 

ニューシューテインクのスタンタード 

mm/mmsK\ 

eメガROM 定®¥6.000 
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制作/発売元株式会社B]"P 
TfSI叢京都渋千ヶ谷1-7-9 3-3-t^3F 
T503:'479:.45S8 FAX 031479) 4 I I 7 

販売元BITP販売株式会社 
〒I0I *京都千代EE榨田性久閉町1¢齐田ヒル3F 
^o^.ee2)esse faス〇3(e&a：2263 

an陋売のお知らせ 
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THE FINAL CHAPTER 
The Impression 
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自m作曲機能付ミュージックエディタ- 

おん ち 

音知くん 
イメージが音楽になる// 

強力自動作曲で、誰で％作曲家及 

葡窗なエデ^夕一機能と 

バツクンの賺作性。 

ち^鳎くんなんて呼ばせない。 

’ V 杉-^ ^ 

.バ. 

，••，，抑 
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二 BiiilJ' f ..1 ^nr!_二、,こ卜 ‘ Ait £1^ 

MSX£(3.5 2DD) 
TAKERU®格4,800yen 
のウインキーソフト 
臁充ソフトベンダータケル 

瀟載ぎれたエティター雛能 
WTO期セット 
メモ■名トラック音源セット 
❻秦■入力 
音符の入力■インサート、デリーhコビー 
ext _音魚ナンパーのセット_テンポのセット 

€►窗色セット 
PSG趋■色セッh_OPL甯色セット 

GデータQ —ド/セーブ 
，ジック■データ■普色.データ 

©オートプレイ 
データ•ランダム•ブレイ 

01自動作曲 
ミューシック•自動作成■ミュージック•キャラクター 
エディット 
©ブリント，：Fウト 
栾譜ブリント(■楽譜プリントno,2 _音色データプ 
リント 
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大小7つの惑星と！つの人工惑星起 
シエー〆產系。行方不明の兄を搜 
を後にrる；^、行く手には壮絶な 
奇心をそそる数々の忠来寧が待つ 
力を維持するためにば質易を乙なげ 
ないか、相手はならず者ばかijた\数^^ 
器と望を滿截大宇宙を#台ち& 
旅は果てしな <統く。 ニンダ 
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SFゥオ ー•シくスレーシ彐ン 

& ロールフVfンダ 

MSX8(158DD) 
币販希望価格匕昍Oyen 
TAKEAU価格纖耀 
cコスモスコンピュータ 

11i?a i 1 III ill 

R*P*Gコンストラクシヨンツール 

9>P^> 

ism MSXPC3J ?DD) 
CVRAM1?0K) 
TAKERU«»3,5DDy8n 

’.：msxマガジンmiB 

R P.G (二は大きく分けti V _7プ上14方珣スクロ ールて•聞i> h 4ものと..ダンジョンが!*台になをものと2つ仍9イプ 
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タケルが寶ゎせそゲ 

一妙でt早《霣热學无【こソ7卜皆«け*■感二 

职しいダゲルはGDR0M対取:W:そ*/もう 

今占めよ今に袴たせない， 

フラサ—工業株式会社 
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T&Eマガジンディスタスペシャル 
タケルで登場/ 
企画*開発TSEソフト販売ブラサーエ業 

12月下旬発売予定 
価格2,500円 
F人し?こわ 
15700 Z找地 

集 

■〇-'- 

■ I ir1 

'.yM 

新春スペシャル座談会 
CI3IJ ， 

… 0サイオフレード.ミユージツク集. 
■司劳橫山英二 PSG.FM PACにて全曲収録。 
■出席内藤時造:吉III泰生、中島健二 

2サイオプレビンMl 
7なんとIWSX2がキミの声でし16ベ5。 
「1WSX2おし怜べりぐんj.…… 

スー/トスクープヴ「/ \ィドライKX j 

I T&E最新グ士ォング…… 
サイオフレート G，D 

—ブラス 

メーシヨン公開. 
レイドック2のオーブニンク、アニメーシヨン部分を公閒〇 

§冬休み、2AT遊べゥォ- 
-Jl j. j • • * «#_ •春•••«■• 

17年•ロクインブロクラムオリンビック椹截ソフト0 

9クレイ卜_Fラ…… 
« 
* 

♦号の他镝報菡鞍/ 

PS Y ■ 〇巳L A DEポスター抽選で100名様にブレゼント 
※内容については一部変更になることもあります。 



MSX1、MSX2対応 
メガROM (カセツP) 
予定価格/ 

m tja バンソウコウを 
■fc-一'』はがすと写楽の 
パワーかグッと変わるそ！ 

消えたフト 
さんのこと 
をたずねて 
いくと….，. 

'r—メ 

ナント写楽 
は、イース 

ター島へま 
で、行くことに丨!モアイの攻擊も 
なかなかだソ！ 
ふ画面は開発中のものですa 

\てトワ芎る fソ少の新作情報 

MSXはアスキーの商標て，す- 

12月のパ~トナ_、 

岩間梨絵子です/ O03-S07-7500 

杂通信販売ご希望の方は商品名を記入の上、現金書留でお申し込み下さ!^ 

3K:i«sg釘めf IW 

性、〒脱新宿SII久并町昶15ビル 
* ノハ^^/ aoa-230-SS5] 



MM W月昍発売1980円] 

<$><$><$> 

釀mnt 

n 
II »J 

CSl2 C^2+ 
枚組 

バナ校ンタ 
3ンパイル 

k^AUI l，ifk 

ナムコ 
ザ”ム.夕ジ 

MSXz+W« 
逋@ザ〜ム1チイタ 

(サンブル5¢) 
BGVCクリ対：50 
赵ビ〇戈 
RCCAR][サム必_» 

MSX^>-MSXFAN BASICザ-ム 
拗投作品 k くさh9ク*MAXAU 



ベリアス 

fr 

グ|一 み冷コネコネ 

(zcDfin 口Iし e 

♦様々な視点からm苛能となった変幻3画面方式 
•スヒ:ディ-な方シ嫌数々刪レタイムトラップ 

•多彩な会話と奥の深いシナリオ 

參最強の美し*を追求し^:オーブニングデモ 

♦豪華設定資料集S謎の⑩おまけ付 

12月〗5日発売予定 

悶絶/八_ピ_と®あぶない戦い 冒険,/アレイド王国からそれは始まる 

バックナンJ しjU 
.,sf 

デイスクステーシヨン：G 980円デfスクステーシヨン#1 L99D円 
Iウインキーソフト あかんぺドラゴンT/MSX?十惘報 
君フレイングレイ ラスト八ルマケドン◎アしスタ(DS#1オリジナ則 

Sr ソU㈣ス(ーンBCR臟） 

自パナソフト FMパナアミ;！-ズメントか-トリツジ逸きゆわんぶらあ自己中心M徹底紹介 

笑顔とまごころの通信販売で買ラよ一に 

通f蒸販売を希詔の方は、現金ぶ留か定額 

為替て1商品の定®+送料aio円（達連希 

望なら400円}を送るんだe必ず、君の持 

つているJVlSXs、MSX?十のメーカー 

名と機祕も*くようにあつ/それと、 

商品名，きみ®戡誌迅号も忘れずに。ブ 

ツプーだ/ 

Mテク防翩 

お申し込みは鷗単、あなたが欲しいと思 

ラm品名•会社名その他必要礪項を記入 

して、振込用紙と料金を郵便局の窓口に 

差し出すだけで希望の商品が一通闔ほど 

で届きます。 

1 % 

株式会社 ZJ3 WJ t 

tU2広.島市南区大須弒ffljl? 5シャン？Kザル広交1005号 Phone : 082-263-6006 Fan I 〇蠢-263-6049 

0 
5 

. 

$$$00 
§ 

§ 1 ^ 
I - I 

11 I. 
r .後 ^1 

1 

卜 尋 

0 $ 

^ <1 
0炎 

0 0 
浴^^浴^ 



ii 

蠢跑_ 

CフクCデ7TシステHEよアル®VTR取込み画像。 

エクスタシーガール 
*対応《t* PO9801シリーズ（flん 
R Aを除く} 5^HD/2D[X 3-の HO^OO 
¥7.8Q0 

•彼女の弱点、チョメチョメポイン 
卜はどこだ/ 

_ウズウズさせるセクシーアクショ 

EE323.5M2DD¥B,B00 

^, I ■■■”一 . 一~ 

耷1H 

Ml T ^*C Kt¥ r I PL^V 与jane* 

ここはWXY女子大学生寮,>ビチビチ女子大生でいっぱいの花園た^今夜もいつ 
ものようにギャルズウォッチングpヌプ7、ヌフッ、ヌフフフッ「,悩ましげなポーズで、ま石 

でさそうかのような彼女速。でもお目当ては可愛いあの子ただ一人&他の女の子 

の悩殺攻辇，最新フル*"ツボンプ攻繫をかわしながら、一刻も早（スケベを連成 

しようじゃないか/主人公•‘ソルティキャッrこと塩招描男になりきヮて、スケベな 

キミのm?険がはじまるゼイ0 *-v^ をv;*ヴ 
•鮮明なビデオ画®取込みと、リアルな動—ビングビデオシステムて,_瞬時 

画面切り铋えシステムによるヘルプ檄能搭載a.ス』jルとドラマがいっぱいのフク 
ションR.P.G ノ攀16面のビテオ面像を遽綣処理した、Wアルな®面構成。 

アフタースクール 
*■対応機相PC-逋01シリーX(RL 

RAを除0 5^2HO/2Da 3.r2HD/2DD 
Y 7.000 

■乱れに乱れた女子®生の,ftをの 
むスキヤンダル□マン/ 

參大3—フンのセクシーアドベンチヤ 
ケームコ 

•某女子校の生徒会会:E,蒯会 
畏の妖しいスキャンタルをネタに 
ひともうけくわだてるあなただがV 

彼女速の妹力に次第に骨抜き 
になってゆく… 

まだまだ衣3飧どんどん出3H、 

クレバーfcV加コーフムゲニム/ 

ンゲーム。 
■いつものように#女の部度を軚 
れたアナタでもいつもと違う彼 
女:、いやに積禊的だなあ:.んじや 

あ、攻めて攻めて攻めまくろラ/ 

參通信販売のお知らせ 
★当社の商品がお迟くのパソコンシヨ_7フで手[こ入らない壩含は..丨商品名フお使い 
の愧螬名V1.あなたの住所ぃ_〗氏名(フりガナK v常詁推好を明記のうえ府接当社へ 
6現金胄留でお申し込みください.■.ベ送料無料> 

©クレバ 
〒视千葉H 

■あなたのつくったソフトをバックアッブ/ 
★あなたのお作りになった未発表のソフトを、当社にて睏品化等の全而的な 
パックアップをいたしiすお氕耔{ニニ’相怒Kださい(.機既ジャンノレを！*aK味せん） 

r^iはアスキーの商作です 

，バービッツ 
千葉県八千代市八千代台東1-45-18株式会社オオモ1/ 

k業者の方への贩売も行っておリます，お閡含わせください， 

丨お問い合わせ/炫Q474-83-6777 
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iつt 

ビ—ピー•エス担当/吉田•南都 

〒汉6横浜市緑区鴨居3-卜3鴨居ユニオンビル4F TEL0^-93]-D151 

シンプルなちのほど奥が深し、それは、おもしろ 

さの本質を見極め、磨吉あげているからだ。ソ連 

で生まれfcゲーム吁トリス』が、世界中で人気を 

博しているのも、本物のおもしろさを持っている 

からだ。ルールは®単だが、その楽しさは奥が深 

し、ゲームオーパーになるたびに感じるくやしさ 

が、や烀ては快感になるほど「テトリス」は魅力に 

満ちている。 

一-，好評绝売中46,8叩一- 

PC-eaOlシリ-ズ-X-1シリーズ*PO_1 t^mm： 

PC 昍 VA シリーズ*X68__FM7/AV*FMR-50 
r^l?専用！*9メインRam64k,vrami2skを必要としiす 

XIシリースの発売かおくご迷惑をかけて申しわけ®りませんD 

H，T1r j4-cnrfrnt f 

こ のくゃし彦" 

p. 

pk 

1 

f 6#- 

テ 

1. 

■ 
F 

「テトリスjゲームクイズ実施中►詳し<はバソコンショップ店頭にあるチラシをご黧ください 
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二.レ^^^ 
■!« C .*?B5 RiiT A«d &¥f o：« Or心r 5.す•如^i- 

ウルアイマI—The First Age of Darkness 
/でノコンヴームにFURaのジゃンルを確立UすべてのバソコンR.RG, 

の基になつ方の；!！この「ウィマし原作者、□—ド■フリティッシュ 
自身がリメイクしだものを、完全日本語対®として移樋^クラフィック 
が全面的に改耵され、BGMも追加。すべてはここから始まつだ。 

想の魔道-i:モンデインは「邪想の石」を制り1.げようとしていた:プリタニア娜 
出時Rのはじまりである。そこで、キミは取身ソーサリアを脐Uクェストを科次し 
なが6 [女を故い、モンデインに打ち勝たな< mば4%ない 

觀圍_ y?OD-L®8：F55J3 
• PCdflOSSR 0JD_ WC&R1U3 
*pcae：VA a；HD r^A5^3 
• Xllyrte 320/M64J於ぬ 
9 CS* W2DD L figv 如：J 
f mvRAMm^ & 以上）备s. imr が『 

爾必ストセラー「ウルティVIVj (こ新しいラインナッス高耩細グラフィック 
ド仕様〖こ戸田K司(フェアチャイルド)のオリジナJレステレオBGW1を 

g追加。ますます迫力を增しだ究極のFLR G. / 

新1•:ブリダニア永遠の繁采をもたらすため、人々の心を内 

に畀く衍墀片U-となれ:芒のためにはプリタニアセhを旅U 
故力してくれる伸問を兄つけ. 8つの徳を办め、3つの原理を知 
って「究味の知也の％本」を说まなければなGなぃ 

腿1]§11]韵舄 
レ ij'p.V S、fT/on- ^ora*on by ^•■ieImmi i..«i-i«rjii 

• X€3DD0 flJHO znm 
F96HS5-51 

VA 02HD 2柃 W 

T98 A 5^51 
ss.細脚マ太翕裏.嗨ア>?m 

_ 成> 

SF•超次元伝説ラル 
魔王ラモー，ルーは全宇宙を支配できるといラ 
伝説のU/ X—スの銷を手に入れるだめ、全軍団 
を率しVCラ/UE家の王女ユリアを誘拐し范。そこ 
でキャロンはゴモ□ス神殿剣土に変身すると、 
さつそく救肋!こ向かうが…。 
■拽立£画面表示十アニメーション処理 
■感情移入しやすい対語型コマント■システム 
■ 3次元迷路ブ〇グラム採用 麵韵離1 

■ »« 
攣fm.?,.7かンリース?的|*| 

U2D 
L7SM&114 
(，ド，イプ必臀J SrF.SODPl 

®ホニーキt二710シヨッtr：/ダクラ：T通信販売のご案内及びお申込み方法 
■二希ifのム77卜名之.flfl名ティア£?>»相t必すごe入の土lift代金じ送科 
300^^ U : [W金！^.; ZU(8分11:て*^宛，，中しl:‘.み下さl 

V • ；= ■ ?■： 4レ.；^ 年：：；K.;ih ..^ ?'TM J 

圮入め上お申3み下さい 

わ...:di:：H. U-：| w.Hi:.;niJ二通!,i 作，.m A.H... * .p•レ夭i::フ.._ 
-wmナI零id砂上0座Mtti京3■畑股.卞二-む 
二t>Vij Jir,ンダ？呤7初tわ申2みい 

J：-5.ry=?Q?-ai^ 
卜Iftiflfffiけし息すa料_i»lt-T 

*お!》い;布私の1格上.EliffVの4131»»邊以外は-間封璜の返也耷绔 
IJご314下？い； 

©ポ1ニーキヤニ方：/ 9ヨツビングクラア 
wm杂京IB千代由E九段北3- 



A 

fll 

••レ於喜m金/ 

魏免 
実戦向き4スフージゃン登場。従来のよ 
ラに、砭だゲームするだけではな<、練 
習し強くなるだめの機能を追加。楽しみ 
ながら辆を磨ける。音声合成_け声で 
興童度もバツクン/思わず、も^毕荘/ 
■実力に合わせた3つのゲ_ム.モード（1練習R対局 
■同I；配牌、同じやまでプレイでき®リビート機能 
■コーヒーブレイク•ゲーム付き 

E 1 乂 V， 
l,,.J 1 

Ar ム」■ M-U* k ；fl 

塵 
©王位戰) 

パ"™！'_シユーテインフ•ケーム 

觔いている.牌を犖ち落とせ./ 

liErii£H£rXI SI Tr\LI^£liiEI 

2ヒット待ち牌ゲーム 

上かり.牌を時間内に当てろ/ 

I1賙幽圓韵窗•■!= 
阿佐田哲也一色川武大:. 78年「離婚」で直木賞受貧。阿佐田哲也のペンネームで害いた麻雀小説「麻雀放浪記」は映画化もされた.: 

wnxmmm^<f 

znが、いま一擦進んでいる/彳ソコン，チェス。| 
強さはもちろんのごと、立体惑のある画固構成 
と、駒の動きのアニメーシ£3ン処理か特長/チェ 
スを知らなし〖キミちごれて实カフレイや一にな 
れる。 
■ ノー7Jk八卜瓜ファンタジーの3裡からMベる脚のキャラクター 
_対コンビューター（レベル]〜7).対人間の2モード 
驪歷翼な拡_能1やりなおしe再現3棋_表示4コンビュ 
ーター思考による次の一手5繫面反転g投了 

ケンペレン 18世紀、世界で最初にチェスをする機械を発明.，女王マリア.テレサのカウンセラーとしても知られる-.ハンガリア人 

肥1§圄韵窗 IvDAMI^Kbi 

販売元/則;幻iポニーキt二:7Tン販売 
〒阳東京都千代田区九段北3-3-S RWCta寧*部003-22^3161 

PONY CANYON *L雉支店/Oi卜mSl5i仙台支店/！)打-26卜け41 柬京支店/ 03-2?卜3MI £古®女癌/0&卜HUm 

大敗支.「5/ 06-54) 197 1 支店/Q82-M3H & 向:扣. 7&I %3S こ..ハ1〆ホこ一/03-???-1431 

®PONYCANYON INC 

ンチェス 

umnaaid 

Fflhl 

IUL IteM j 

sixxis 雄ii 



®Panasoft/Bir 

_;で它+対応 
r^ia邦,昍。 

«3.5^00> 

|EOで£+対® 

CS32 ¥5.800 
塞-ご!^ tab sod) 

fe?Hl：S 
シップ，> 乎'フ■— 

•スキャップト5スト 

女15_*§_しかいないMの 
竿宙耜何のために想を 

目热 てs+対応 

LSJ2 ¥7,B00 

^SCAP TRUST ©ARK UGH 了 ■含:』□.5£CO> 

©COMPILE 

M^rfz 

•二]ンノ«レ 

スビ_ティーな 
アクシ3ン性と》々の 
リアルタイムトラッブ 

»_スク。ール 
Egg□でs+対応 

CS3 CSfe 
¢3,5 SOD) ¥7.800 

m&E SOFT 

i 

1 
けィオプレ 

El 

C System Soft 

•テイー7ントイ^-yフト 

坌屬アニメーシgンAVG 
ム_e-■感覚©bgmと 
造真の効果看 

でS十対応 mmm 

r^9 ¥B,S00 

(35600) 

M 

Iter of IDonsters 
•If V t . J-5 ( 

•システムソフト 

8ビ_ント》酸雜の 
アルゴリズム 
フアンタジーウォーゲ'^ム 

imoで2+対£S 
¥B,B0Q 

(g^1 0.5 3DD> 

リバ-ヒルソフト 
ミステリーAVGの 
新シリース 
事件の霜亡なる5□ット 
力ードの示す*技■は*? 

re+対応 

r C^2 ¥9,800 

^ f3.S?DO} 
C■リ4卜匕!レソフト 

搴Vイク0キヤビン 
_作とアニメ版をミックス 

アレンジ。ゴキケンな 
ヒット曲をB.G.Mに 
爾*なアドペンチヤー 
ゲーム 

_re+対応 

CS3s ¥?.Bao 
<3.5'£OD] 

まつちと® / ■资社/B本テレビ/®芏 

f! 

あのファミスタが 
MSX2+專用 
出る/来春発売予 

amm 



おもしろデジタイズコ_ナ_ 
フロツビー持》の入跣ビデオカメラで■痛ったS® 

赖ゃ，あこがれの々-ムテサイす一i一*Bの 
ひとコマを超自^*19.找绝にデジタイズして 

ちらえるそ一/1 

(岂日我壩でのフロツビー》充£予足していまT* 

SIWSX MUSIC 
対応ワフトも i 
ぬパ3ガンバ3/1 

ダ 超自然画体験コーナー 
1S.四B色モーSの岛終®亡トップクラス® 

アー子イストのClG«£プラスのスクロ—Jレ 

，睢も相み合わせテモンスNレ—シ刍ン 

w 

1^7 BOD 

¥B,aaa12月発壳予定 
r^teUifaMRQM) 
©NAIWtCO 

ラスト/\/レ▽ゲドン 
•ブレイwレr 

fム^32 ¥7,800拜充中 
咖 JSosspoj ©brain gray 

ぎゆわんぶらあ自己中心派 
r^!i r^is ムァ-ツ 
feCBMRDM} ¥6.800角ft中 

•©片山まさゆ&/謂较社_ヤンクフガジン 
C*GAM£ AftTSA^ELLOW-HORN 

こんな楽しいズ吴 

MSXマガジン（5田：ノ.つべパr九 
MSX FAN(:'雜力㈣ j >x ^ №1 

コナ三【スナ'ノチャ_クイス大会） 
テイ*-アンドイーソフトGGteCMコンテスト） 
マイクロキヤビン(さまぐれオレンジ□ トクイス 

ナムコ（「ゼピウス〜ファードラウト沄校」紹介} 

Brr〔シンセサウルス作_社■曲コンテスト） 

他にちまだまだあるそ〜 
CS3 は.Pスキーの.«噌ご1•- 

i • J [>,1 

3贼 

■ HOi 1 i 
* 1"-- 111^ r~^5li 峰 
■■ » »H#1 
■MLKJV 
~H 1 HI 

OK 

b* !-U '^r1 —1 i 
riTTfrjiwiS*-L^ ^ 
y | *Lf I ■ - - ■ aliE 

\ ,1 mmm 

厂一 - jy-- 
T 

T ■ — ^———1 

GC? ^?れ：1 r; 
| 'i•* 1 R|# .T'tfM lil#Yi M.^ad mil i iat | ■ ,pd M， p 

id A A 
乂、 i ■' ； 
■ V/ 

AMX_谢ワ-プロ朗VHG<45分》 

オペレーション 
ビデオマニュアル 

#ワープロ兜全マスタTflB廒解U1 

Amwt :：い9費％函かそ々/ 

*通©力ードが申7プになa 

，1!^35’1^にゲラ7ィ7クデー？3||?ノ 

<弁1»5元> 三リオンエンタ- 
ブラ < ズ1'A〗W!(ビテ’才係」 

TL 祕-2?-8173 

ワープロソフトFM音源搭載の 
MSXE+▽シン 

パナソニック 〜^ 

CS32+ パソコン 
FS-Aiwk ■*•**» 69.800^ 

イベントス？ ノフ大期集 

ス？ツフカートをfめ項て発^f/f ft.からめ<<>!•て.の村典や*しI單が‘ 

埃, 会 m.. 日叩 m 間 霣結#号 
東京 If宿スタシオアル7 [2月llB a' u\m- 38：0〇 \n：3- rn 4781 
大阪 A6Cエキスタ 12月25日:日1 10:00 - 17:00 ^6-343-0001 

神戸 紡いでん U月？7日吹， 10:00, 17:00 tTC78,391'3171 
広鳥 5^イチバソ3レcrrr n a a< 10:00 17:00 n :8? ?扔ぐi W 

< j1| > 了 & E / コナミ /^fi^sonic 

<1呑M • 厂ス豕■イーストキJL -フ.I - タス，ケ ムr > • 3ンハイル■ノステムサ3ム. 

-•ス“ 7 rス；H . 7 I*、ストtム3 ■テクン/ 7卜.，■••すフフ1t C _ ?一 

aけ■ lクターftK ¥フレ1 クレイ■ 7ィスロ 4扣ヒノノjハ•ーヒ斗vフp 

♦イ1エ t 111 PJ5X ? f? V - r：AU 



壮大なスト—構成 
はるか 
傑放と人翊か共存していたu兑の時代,mmは人知に破れたnそ鎌、人類は地 
上のエとなりkき钚周をf 0手中に収めた—rし疒•はるか米免*■■人知はMt.し 
た,，にき酿地の奥底て刎え忍んrいた恥iは两ひ地iに綠つたのてある〇 
»、,同し<しこ人類の滅亡をmちfrんていたもうf小のかあ」た。宇宙か 
らのu配w rある,，子のvの+として剧^せんかため•今, 4 mjkmm，か始 
まった0しかし、子れ[4啪於にとこれから涉まねはならぬ恐5へ吉時代へ?) 

@んの一歩I:しかすきないことをまた冰も知らない…。 

圧巻のォ_ブニンク 
かエイリアンとの戦いを決行するまてのプ仁I□ _ク部分か、アニメ™シ 

3ン幼ずを啡使したオール，カラーて_かれていn 

超美麗なイベント•シーン 
\\/MJ.\--\i- 6 Kる讨々のイ，ノ\りラフィツクa 
とんてん返しに次くとんドん办しr好りAけしれるイベントは、4人のテザイナ 

一によ酢ことのノ:き分けて，リ7リレな什上りを見せます、 

広大なマップ m 

必常の移#_如は2Dム示。エリア故にして5乃！:リアをかるく超えます 
t\A-7-yフを兄れは、rj分かとこにいるのか、一》rcわかりますからi安心を； 
『V」にil_物の中は，3Dんん，?i)X?m iリアか效十階分用)Sされていまず/t 

ちろん、珑物によって3Dクラフィックは、すへて穴なりますb 30内部てW 

\\Wrblt：棚を嫌する雛も付いていますから、マツビンクはしなぐCも 
> J } „ 

断新なキヤラクター m 

产〜，へ輝,，，.i«imi»i 

._.. kル.アッブすると、子の能力やti![性が変化します^を? 

坪フィックも変化します。¢61こ他の!瘭族の細脃夸取p入£ジ.如 
れることによって、細のキャラクタ-紐成すること％漏 
その八夕_ンは150H■餚以上夕 一 

このキャラクターは、脚えつけのモンスターディスクに登録されます 

から，あなたたけのオリシナル•モンスター圃檻かてきます。敏キャラ 

となるエイリアンも多效出明しJすのこ插後までISきることか 

ありません。 



切好，m兵：^ 

ブレイングレイの八ソコ 

は 

の上f [轴 

fejifi く CDAソコ > 彐フブて， 

—姑は' 逆坷釀崎S.を明H 
stifi接当ftへおH1込みくたさ 

社録擓まめ 

株式会社/謬，〆yt/n 
fiQ2棘妍酿 _^|i-6 j Am ヒル MIB2S4,3039 



势』愈し.た吋(送H無料)况て•お〖la込みくた■さい,， 
,AIグレイト株式会社〒556大阪市浪速区塲蕈3丁自3-26池永ビル0(06)561-2211 



ジエルノアの車 

CSfe専用 

3,5? DO 

¥ 9,800 

ジニルノア设の南にち3美と魔法の岛フXIコンラ。かつてはSiと：！: 
氣強大な洛渾力で泶乏たこの郁市む4、ではそ0おも？^ f卞ノぷか 
った。4G年節：不菸味G霜が岛全涔っぼリと覆ってからとL、うも 
の、m—人としてEを渡った患はl，ない。しかむ惠の激m師：カデモ 
スv支配してt❻乜1う。楚魔u支配され.不m昧u餘まりかえるフエ 
dノラ。ゼこでキミを持つも0は強力w敵匕熟解ら览。本格流〇—)し 
フレインフファン&興蝥の卿こ雀き公んだrファンタジー如ゼして、今 
ここに嚴I »も新たIこ登場芍忑待望の新ストーリー「ファンタジーIKフi 
びノラcrum/m志Iこ满ちた暗雲の中'、キミは足を踏み入 ¥9,800 

3-5フDD (2枚組） 
VRAM128K RAM64K 
げライブで動作しまt； 
M3Xはアスキ-ff>mmです, 

aifc版死を行つております。ご;主交の剧こ 
は，品名■楝哗名イ主所+氏名*爾达m号を 
明seの上、必ず识金書馆てお串レ込み下 

なお.当社はスビーディな宅思便で| 

お届彳：)七て1译す■送料撕七 

ボーステ':?今株式会ぜ 
〒付5明杂®fi■:Bぎ区W1S?-巧，i: 
TEL7Q0-4711へノ 

mmgm 

/!へ mi 
nsRsn 

■Uレ— 

坪ゲ《#iJ 

___•.…阳.上 
■ •* か M 朴.4§ 
frJ titレ矗 

*iKtn* ■■i^jajb ■> 



幽玄な水墨画をハツ71:玳ひか•つ極钐 

色f]キヤラ違ゲーム乜ングIて人氣» 

脒の*■か「中綮大«>」が今'MSX2に強 

?-1デビユ—/a人の弟子'TィケJI■チ1 

ンはキヨ—^マ—:ノヤ>牌らを梱手|_一 

今日も今0ヒて#業力哿火*分 

なとカパ,71UP注術をマ又？Iし打®" 

£大Bossキヤラだ//■ iぁつ樣茨ヒ^ 



制作/発売元㈱ホット_ビィ 
〒169聚资都新®区北新酒ら卜1S 

03 3©14063 

販売元アイ•シーソフト販売株 
t1B9醑京#!IS宿EE北斯宿tl-lB 

03-36145^ 



Charact 

► MSX2では不司能とされてきた究極の完 
全水平スムーススクロールを開発//クU— 
ンaクupな画面展開が楽しめます// 

►大切な妹がモンスターに連れ去られた/博 
士から授かったESP增幅装置で，姉は愛 
する妹を救い出せるのだろラか7 

► ESPは全部で9揮類。それぞれの世界に 
君臨するモンスターを倒してESPを身に 
つけるのだ夕 

►美しぐ」アルなグラフィック/そしてスリリン 
クな画面展開を彩る索睛しいサウンドは、P 
SGてはもちろんF M PACなら一段と熱 
い音になります。 

GAME STORY 
a窄な自然に囲まれた、ここ、サイキック研究所に 
は、秘密裡に革命的なESP研究と取り組む博土 
と+モのスタッフである双子の姉妹がいたところ 
が、ある日、実醆のために飼病していたモンスタ_ 
が妹を奪い，BS走してしまったuその上、この乇ンス 
ターには，ESPを自在に操る恐るべき能力が■ 
わっていたのである〇今、鬻羁の厫が開かれた…3 

w：紐I面は発売前の 
M—シヨンてす 

_ 

1ヘルツ•デビユ_キャンペーン 
1実施中/ 

嵫正なる油通®上、サイコワールトをお口上げの方20S様^U 
パナ■アミューズ乂ント-力一卜■」ツジ(FM ^ PAC)をプ 
レゼント致します。当社のオリジナルサウンドを存分にお棄 
しみ下さい。 

摯プログラマー募集中ガ 
当社では3慚®W作と企功1¢て芎/ 
プロブラ乙rさ担当： 3出宛职洙琪rさい 

♦通信販売 
ご希势©方は说笛釅笛で以金と商Hi名’拽>18 

• ftm氏色-電蛄册号をこ记入の！：农紀ft所汶であ 
$り下さい* (这wサーヒス） 

CE32 3-5 2DD ¥6,800 
I \ w 

(RAM64K VRAMI2BK) 
+ WU 行.‘v t—J i 

株式会社ハ^ノレツ 
〒160 街区 itm RI2丁 a?6«U-402 

TEL (代fO OM371顧 
FAX 03賺柳1 



創立碉年記念作品 

PC-88，PC-98 

でr 

T株式会社日^^1ツト 



あ感夢1 
‘I動戦 

f 士 

% 

// 
〇 

ESlsIl用 
3.5インチSDDディスク版 
BMSX MUSIC対応 
価相7,800円 
MSX7-クはアスキ^-の庙埤て+す 

PC 0S&O1FA, WAJPC fiflVA,PC 6001 
BSC 1 rmui Sfi/FR/MR/TI? 

«：V2€ - M21■ライブ躑印 
5|イ >干于fスク3WSkft V7.0CO 

ウインクマンそして、その仲閩邐! 
君達の友情が、ライエルの野望を打ち碎く！ 
ポド1Jムスの新しい支纪者、ライエルは地球SE服を企み、ポドリムス人のナース4地球に送り込 
んだ。ナースはあおいの幼なし'みであったが、_【こ目が（らみあおいもろともウイングマンを 
棚すことをライエルに臀うそんなことは全く知らなし嘴太通は、ヒーロ™アクシ□ン部の合宿 
をしていた，ナースは次々tシー!'マンを送り込み、なんとかウイングマンを倒そうと必死だが, 

flWは苦！!をしながらもシートマンを二とごとく打ち破っていったナースはとうとラ自分から 
ウイングマン【二！!いを挑んだが さあ氣けるなウイングマン 

何人も、 
悪魔の福音に 



(仏陀の聖教）〆. is 

，麻]ルフ 1 
，■欠Kプレイt一成*1ナ/ノトブP 3ル:7ケーム 

礪成■プロクラムf?守埒rf- 
イメージグラフィ/ク HJM太 
音*すぎやj二ういち 

ぽンクェmて]Mwnm 

_户つ■ザ，？■■ ブq ■，_ ► ■■-ププa $ 
レ f ヤー•*， t fi : r?f< 
1醪卜 >プブ0力 

•トレーニン？ »—ナノント音 一v 
金はifK »jv/ K - f- >- > k i »■ tu;なん 
«tft會hWaの】ル v ■—^! H^i ^ 

—Jbt：*v *"■ 【ウロ ji* 

叉.•ムア^Hihr l£ 
•ir^vt,l A^ パ 

ば 

" V" mt>(槪i»i: 

隨発売中ガT7;800 ^ 

■ ■■，パ .f p Wi JdJ*. 

$ィ/ _ * •肩？S5片M:2F >f y 

_■「• aaG i pa wi «pc qbv*. 
Rl SHG 丨 pc ABO I 

fffr _ rsi,w JI-.I，^t^-fi 

5i_* p 7 ifiA f • 
m V -*VAV i Jdij L^in：. 

“*，/彆_!5^ 3-f^ ■ « 
イー f I へJ!?i?^_ 響.1 

B«>_’JVj.::■け*.，wt 

ry暴f 

^：Hil パ5 

手に汙にぎる/ 
エンターテイメントR*P*G// 
邪教の教相•大神官ハーゴン0陵謀を 
たたきつぶせグ E32 _用》簧S ffi中 
スタツフ♦モンスターデサイン，马山明 

_シナI少才-璀并»二_«*-すぎや_!こういち 

■ブdダラム.我チiンソフト♦企#!粘作.技エニ.ノクス 

fTT^ijCS2/rtR0M 
rami sk以上 ^ w0 ^r\n\ 

fTT^*J 口2メカROM W^FG3tDUU 
LLkUaXiffAM f^K ■ VRAM l 如K以上 

販売元 tconicaコニ?！エニックス株式尝社 発行元 0 株式会社エニックス 
fcNkX 

rm IS«i宿这S新宿8丁 g2〇番2号R宿：Fイリ叉ビル7F TEL03-366M345 

mmim 3.5インチ费イスク3枚維 
BAMl2SK 定価¥日,日00 
PC-8801 FA/MABPC-80VA 
PC-3801 FH/MH/FE/MA2 檐驻兹兵 
PC-8801 mkll SR/TR/MR/FR WC貝; 
!モード2ドライブ専用*ステレオFM音源（サウンドボード〖|)対応 

5インチディスク版4枚組¥8,200 

腿下旬 

Hlll^flHi% 

Pへ^—で：‘ -h.i*て，；そ」てコンKンV-,〜…)•.: 
世界各地で突然発生した謎f病" 

そ^原因をつきと.fベ/記若ブライアンは綢兖を膊始する* 
寸，ベての現*が同一線上で結びつ..、た時' 

1には.さらに恐し、極^のIX窠が#在してぃた'' 

ブ〇口—グ 
Sトイ」：'*Kの*2WMPH-あaバイ£ル，〆■»ンパ-1在べ斗—ilTtil Jドf +LT-その**'C-Jム 

**K4-6AJi+- *tct.-=^ んTいた 一^し找典：^4され.*#^|*^ザの1**は3?_ウたパイ 
Hftv.flンパ=1 *5*て*4シ a i ツい^■が單C音L A/I-c ¥ mu U.Eftfc_sTAs_- 

f ftft-ft. k'-^HKC4JM^ JPS^lulils^srsItitF t*41 いぅ.とだ wTicEtr.kJft 

广"LfrL』*^#l^E.J^Weu^h-^i4i<l_fl*T-.iw#<-iTiJ,;fl><!' srAIS. IMt(nA.,Mtt-J+ier<vilft.7 
U'•イアン rw* i 3aw!よリロ>■r ンじ# p てt だ.t, utaAt その！n扔中て，★•切*こ tli 

なi於Xあ备二Sが..f*ブライアンの妄ない.辜みjseてい<sだf-マ 

-^ 0 

拳これiでaa*#がすべてだ0たAVGに新たな 
要の波動t蠡£&|51||あふれiアVプテンホのゲ 

Iム®c1l分はノンストップ■ HキサィS. 
•Bがaをよぶシナ：^才はJSW用®て一 O Go找 

をこえたW:*土器手ダ—Tィ—ベア> atさ下.c 
しによ.*オリシナルダラ7 V0ク(アニメ®®ゞ 

シ—ン费はIOO枚以上" 
アプリシエィシ3ンシステム 

t —ムを解さおえた方へ…何ひとつK E YにMn 
.〇二JM4< オーブ-r.vヴからhンティンケまでを 

ひとつのドラマ11 twHultb来*〇モ—ド*IsjsL 
ました. 

スタヴフ 
争|』嗲，夕|$ィ> 土II手1]ず4伊**等 

fTざや1こ今いち **.»_田a-ilw 
プ BI.4BJ%ek? hlsTIt91翥耷K_ ♦司 

f R1行宮島縞 



=3_及チ■フレてスH□—ク.フL/i■とコース芒1 

用*,赛圮5れ5れ広パンデずキヤツフ萆多Gとか句能} 

i*ーナ>コトは盐舴人大会，C1内フ〇,世界20©31■—ナ 
^KII金を貯元.レへ-T'jfブ赛面〇馆がS上位！ーナ 
»に赋 KflL 

好評発売中 

ファミリー•ビリヤー 

Mik4 
名ハスラーと呼ばれたい/ 
本格的プールケ_ムがMSX£で登場/ 

1；^；19 R0M1E£1^3 ^RAMiaKSi 
■冉 ¥&.SQQ 
■ MS-ld 

I林出^办~1 
実戦麻雀 

勝xixwhmn Iばベンキヨー。 
これであなたも名人だ"-——/ 
E!S32 ROIVltlS ^3:vnAMi^K^? ISI-Ih^0 

JC3はアスキーの商t;1,1てす 

企溷W財発*発売元 へ” 
通信 
販売 

当丰土ぬ涵品を•!;ifiくのハVコンシヨ‘VブTお霣求め〖こなれない壤合h商品名,機獲名，11eM» 

l\ U1®‘誌果号を明咖うえ，T择住所まて現金_留にTお甲し込み下さぃ（送H無科 

〒1邱柬杂拙麩宿E新葙1m10 aスモス御167F，パック*イン■ビデオPCソフト热 



のMS 

I，丨，_^w«| 

? Aft 
' *? 

発売 

■人工迷路の他に地形迷路も用意された、フルカラー•クラフイ 

ツクの3 Dダンジヨン/ 

■画期的キヤラクター•レベルシステムそして、モンスターの 

イベント化など、7アンタジー物語をビビットに体S/ 

MSX2版に賭けるスタッフの憲気込み/ 
■オリジナルPC-肋版を超えるべく、ニューシナ_/オ、ニューマップ、二 

ューシステムを_入/漢gム不要てのオール漢字表示/高細相度のグラ 

フィック-モ”ド7を使用/デイスクアクセスにオリジナルDOS開発_ 

ビジュアルシーンには全繞アニメーシヨンを駆使/FMパック対応/ 

MSX2ティスク版:3,5 2DD 3^^M)¥8,800 

Cumie ^rmtJve 

ュ_«ジック.フaム.ヤシ肀&アークスjo/55 0 

よ”金®_茶锫壳// 
SCD¥3.000 CT¥2.500免轧无’年‘プトニ-…； 
♦神相ンぅ1 ^ -身情軌#:,妙35^雜矣_ *鵪名\ 
i‘;i-： JM ■ Wt；.j：TI：•中し. ぃs i 

+ =*i**(i ftfi •k^lf t i>A- / \-)i Tのa V ハ mii へ...？.ぐウメ v 

，いて--二*!を一切せん t■し壜*«vm_，!: 



好評発売中 

両専用定価B，BflO円 
C^2mmmm2K,t 
[33_服.’ 
ょr:，4画m 

•アニメ…シヨン効果て原作通0の麻雀模様， 

*1E人の個性派雀士が君を待つ！！ 
】持杉ドラ夫E律見江ミエ3中島A=J 
4諮のじいさん 5北家拳±郎sタコ宮内 
フゴッド八ンK氏S店野真澴太3オクトバ 
シーふみ1〇»乏おやじ11迷彩レディーuク 
Uスチーネの1E人を用慂. 

*MSX2用，MSX用の£槿類の画面表示方式を 
用章してあDます，さらに，MSX2の場合には, 
どちらの表示でもゲームをすることができます， 

•P64からなる裹華マニュアル 
初心者の方を言め麻雀が5まぐなりたい人の為に 
持杉先生の麻雀教室を新たに編集しました.イラ 
スト满載で，単なる麻雀入門とは一味ちがいます- 

麻雀ゲーム 
G9 
QPyAAE ARTS 

株式会社^r—ムアーツ 
〒ui察京都_■迗甬池袋? 

第一池袋ホワイトビル7F 
:Q3(SB4)U36 

• MS *MSXの画面です 

*吸盤が見元隠れするタコ度判定(雀力判定_能)， 
初心者向け指導モード，オーブンモード，オート 
モード付. 

ジョイステイツクまたはジョイバットたけで操作 
できます. 

JjFM PAGを使用するとコミカルな効果音 
才LfジナルBGM,さらにロン，チーなどの音声 
合成出力がお楽しみいただけます. 
CapyrtgM C片山まさゆき耩鞔社*ヤンク$力^Tン 
CQpyri^t C 1967,19sa GAME ARTS YELLOW 圓 

■i 

ベ*MSXマークはアスキ—の商ISです 



声が 
見えると、 
お•も•し•ろ•い。 

■価格 ¥.14,800 

■セット内容/本体ンイ久サンブルテ-ィスクG.5インチr:イ >)マニユパル 

KT^lは.アスキーの痛桦でt 

メモリーにごりこまnたB •テー;?¢3. Tの〆モリーウィンドウにF .卜決彔さn 

iT S:*て!I,【ページパイトの■•声デー:?か嵌示され.カーソル位！！の 
チークtj ウ<ンドウに表云されていit メモノーウtントウlil 

ベ—ジ汰-12日Kパイ!' fで. 7醜にズーミングできます 

メモリーウィント■ウは1へージ&认バイトをド.卜表示し，碲歡のプロックに分 

1：.?&定さnてわ:り，フロクの坩苯eとよ令耷pt可ItてすS分は力 

-VJVによ”砭2阳龙中め部分てIフ:Lタト热HなどのR鬼とな1Jす 

MSX音声合成装置「と〜くまん」の特徴 
■ PCM録音方式によ5、今までにないクリアーな再 

生音質。今0から君のMSXがI画期的なトーキング• 

マシンになる〇 

■サンプリング周波数は、4-8KHzまで5^階で切り 

替え可能。播準のMSX2で、24秒（4KHz)までの 
録音が出来5。 

■高性能マイク付属で、すぐMSXとコミュニケーショ 

ン開始。 

_ビデオRAMの後半64KバイH■裏RAM32Kバイ响 

用。メモリ —マップ ぐ一内蔵機種では、データ容量をさ 

らにアップg 

■強力なボイス*エディターで、音声データの加工は 

自由自在。画面上グラフによる波形の観察，:,カッ略 

ベーストで編集;複数音声のミックスやェコーなどの 

エフェクトも可能0データはディスクにセーブ。 

*データは最大128のブロックに分割指定することが 

出来るのて、拡張SASICコマンド£2り任意の順序 
で発声させられる。ゲームの中てキャラクターにしゃ 

ベらせたり効果音も簡単。 

■当社のROMライター'1R0MKTでデータを*き 

込めばぐオリジナル音声ROMが作製できるので"お 

しゃべりさん^;カホ無線棟製〕など他の音声合成ボ 

ードにも利用が出来I 

_サンブルテfスクには、音声データの他にマシン語 

データの読み上げや、音声時計などのデータ変更 

可能なブaグラムがはいっているので、自分の戸や 

彼女の声に改造して楽しめる& 

vフトメーカーの皆様へ 

と〜 < まんを使って作製したyフトウェアにライセン 

スは不要です音声合成の魅力を生かLた、楽しい 
ソフトの開発にご期待いたします」、 

技術的なご相談此当社開発部までお寄せ下さい。 

MSX用製品ラインナップ 
■ ROMICKCiミオ〉 ¥16,800 
MSX襌单力ートリッジに収まった苺コンパクトFtoiviライター2764、 
m,256の备ROMかmi,PI0ホードとLての使用も可齡 

■Turbo-Writer ¥15,500 
ROMlOiz接耕す石二とによ■八ROMライターをアポそめため 
に■き込み可能なROM№37]6から1Mビットまで虹大付*めソフト 
ウェア(3.5HlOD)CiMSX-DOS上でffi作す帕て、大容置のROM 
も一坑に霱#込みが苟能、 

_バラレル1/0インターフェース¥9,800 
0255を2個内蔵しているので』ビット入出力6ポーK使用可能.,出力 
はsoビンのフラットケーブルコネクターf±樺となっていて、ビンse匿は、 
市販ワンホートマイコン(グッビー等>と3ンパチフルマイコンのM発 
や、各投の実WTに«広く活用出来るもちろんMSX樣漳力一卜りッジ 
ケ—X傻 

, ,ぐ_う 
し... 

■ ilf置朗売•商品についてのお問い含わせは 〒770徳颺市庄町1丁目63TEL.FAX(0886〉31-2366(PMe:0OiT：i 

n ^ . BaMM ■ご〗全文は商品名と住所*氏名4ELを明ISの上、現金臀留又は*郵 
韻エニ~ル* ノフト開発便振较酬5-22咖にてお申し込みくださぃ(送料サ™ビス） 



メ三匯^^|<ブックj哪R1 
ij三_志八ンド：!^1月中旬凳解黪 

「懼長の抑*全.版八:!^ックji,刪円 
：'「钃110»3•全匿_ィ1<7ッ负麵円 

お求めは、全国ノけコンショップ•デパートで.お近くにお取扱い店か無い場合は、住所.氏名*電話番号■商品名と嫌欉を 
お鲁きの上、現金書留にて当社まてお申し込み下さい但し軎藉は取り极っておりません 
当社は，当社が薯作懵を有する本ソフトワ：tアの項製行為,及ひ诱資《レンタル}について.：れを一tjij午可しておリません 
WSXフーク■フ年一のft••でTフs*P,J■コレビa—夕17rfnr-HJ任夫言め*曙てす 



ファミコン.ゲームソフトをちらおラ 

mw 栄Iおかげさまで,io間平を迎える 

『ことができまu二 

I!颂のご爱鉗に感謝の^持ちをこめて/記念 

ブレ■ビントキヤンぺーンJを戈施中ですnクイズ 

に膽む•ただいたfH■解着の中から，袖迸で 

丧积竹品をプレゼントSUt 

10； ❼〇 © 

|Pi 

【プレゼント寅品） 
《信長の野望賞► 
NEC PO9&01RX2セット………1名樺 

《三國志賞》 
SHARP X獅〇セット.1名様 

(蒼き狼と白き牝鹿貧》 
富士通FMR-50セット…"■……1名様 

《維新の激） 
SONY MSX2+ ■■……………■ 4名樺 

(麻雀大会實> 
SHARP Twinファミコン………3名様 

<シブサワ■コウ貴） 
お好きな光栄商品1点……-…彳00名様 

<光栄貢> 
KOEI特製テレホンカード……丨〇〇名様 

ノコ本分ぃfiv-CRT I争一.-れートのセWSX? + 

どフ”コンは本体のみて.す 

【応募方法I 
官製ハガキにクイズの解答及CM主所.氏名‘ 

年齢，TEしおよびご希望の光栄V7卜名（懊 
持名を必らず明記）をおSきの上.ご応募くた 
さい.正解者の中から抽1Sで、上記潇華貨品 
をプレゼント致します 

Iしめ切101 
1983年1月31日(当日;#印有効) 

【発表】 
当選者の発表は，当社M龙広告3月号（aグイ 

ン.マイコン，MSXマガジン，ファミコン通fi■各 
3月号）にて行います. 

シブナワ，=4うft先来*【：，-ては商品扔免送をI;.，て発 
我とかえ？せていただきiす} 

【宛先】 
干223摘^:市港北区日吉本町卜d-29 

日吉郵便局留 
株式会社光栄fIO周年キャンペーンS係」 

_ ■■■画■■■麵■■■■ 
癱.ンベ—/め内容及ひ’クイズにつし、てのお常胳によるお問い合わせには一 

切洛しbれJせんので二了 :Mだ，い 

rm> 冗d ....作:jpo!v_ 

ES3 2/^-ROM BiWm 

w^hサク:—- 於フェア各U JOtiR 

テレホンサービス：KOEIの最新情報などをテーフでお知らせじCいます..a叫4-6卜H00_SCi44-&卜80C0(ファミコン專用） 
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FMGXブ□グラムコレクション〜 
10載のゲームプロクラム5¢体+|脾（_ 

FANに掲載されたブログラム）を1枚< 

クにおさめました。 
そのほ力せtii；トジョンなどのおまけプ 
□クラムも入っています 
■制作，問い合わWfe二徳間鼸店インタ 
ーメディア，テクノポリスソフト 1 

003-431-1087 A 
#販売二.徳岡ミニzウシヨンtM 

■お近くのシuッブで手に人りにくい埤台は通倌貽売むご利兩になれIす㈣樣卜) 

;,1商品名'.2こ使用の機种名3住所•氏名，電話番号をこ記入のう；L代金を現金書留て 
まてお送りくださいB 
■通信販売申しこみ先 
亍105東京者隨区新橘Ha-2[第一日比谷ビル 

!n,徳間コミュニケーシヨンス、1103- 591-9161} テクノホリス'/ 7 

■必要なRAM容抝なとはフ□クラムことに興な〇蓀す4彥 
だ、一剖て®®せしておりましたROMカートリッジ版は 
J離により発売されません。ご了承<ださしV 



崔 II や，L ホド■帝，** 
c 

クイズを解（鏖Lさとし女の予とHist粒つ扔ワクワクがドッキング。 
9ジャンルか^)出Wに1五f択一T芩文て芷壻t&t,齊しいグ今 
7や/クの女の子奄おおって!■ゾi力ードが1校ずつ埘Aてい（..興_ 

チヤ企_-MS|/Xタジオプルー 
^PC-m\ シりーズ y f 4X?U シ1卜 X ST イスク S (' JH^Fi 

«晒/ 
断発光/一 PCイB01シIトズ6,000 R 

sPC-1601 SR以踣〇|■角S犹予定 

アずエステf 
x104東京都中央区SB座?-12-4銀座707ビル405号 

通信販売 
品名*機種名•住所_氏名•電話番母を明記して、現金書锚でお申し込み 
ぐださい，（送料無料） 



4SCIISSS3 

\u v/sroum m/mm. 
爾^6陵:)齡;1钱と!iて有矜だ。v/STOLとい 
うのは濰穿ポ都ド门又u Mh總で#ffw 
Sるのこと。ハリアーがこの能力を 
持）のは'描力の方向を自茌I■こ奕化させら;n 
る司変ノズルを装備1..ている/Iらだ。 

f スロツトルレパ_ 
と一体に取り付けら 
れたノズルレパーに 

,より推力の方向を制 
I御する。 

ノズルし/ T_を探作することによつてエ 
ンジンCP結された4つのメインノ 、 スルの方向が変わる。ご-:nによ 

つて垂直上昇する時は、 
■M» / メイyノス)しを癍下に向 

I \ Wけ：了.ンジン描m流 (推力 
となる）を直接n下e吹 
s出し上昇推力とする。 
メイy ノスjしはm体測面 
に4畐設翳されている， 

垂E上昇の際1番 
問趙になるのか■体:の 
遐毅制御だ。こnを安定させる 
芒めに機首、mtL尾部に設羚さ 
nた補助ノスルを使玥するcここ 
か3排気讯を放出し做体の姿勢を 
変化させる©だ。 



写B.:WSX?琴力m-す 

<V IFF空戦テクニック〉 
xインノズル 
方问変化 

U/CSfc共用（MSXbも可.） vram版‘要てす B3.5-EDD 定価7,800円12月16日発売予定 
〒107-24東京粧港区南育山U-Iスリーエフ厗胄山ビル龟アスキー堂_本部TEL 03 486-80B0 株式会社アスキ. 

ハUP■.はVTOLとして濟■走 
跑廟t?Q Cち離矜陸で芒るが、 
ジェット-描気流をtm下方へ向 
けCSTOLとしてわすかのS®離 
を滑走す6だけで離稍陸てき 
さる。こラすることによつ 
て離\&陸時に使闲する推力 
を大怖に祥減することがr 
きる* 

\向 

Ti^ai 

このSTQL性をさらに向上させるのかスキージャンフ 
だ飛け甲板にジャンフ■台を股通し、発E時C機体:に斜 
め上方への投げ上げと岡じ効東を与え、短距瞄離陸と® 

蚕_上舁後、徐々[こメインノズルの方向を変化させ氷平飛行に移る。一展水平飛 
行に入ると機体.の揲姒は補助ノズルではな<、地の飛行機と.同じよ-うに3$ a:jレ 
axエレべ一夕…、ラダ--)で行なラ。いわゆる空力的飛行制御を行なラ©だが、 
ハりや一®禳合、 3舵による飛行制御に加えてメインノスルの方向を変化させるこ 
とr特殊な飛行ができる。 

このような、V/STOL機能によるハリアー特有のVtFF(Vector in 

Forward Right)テクニックを再現し、さらに地上支援などの戦略 

的な要素も加えた戦關シヒレータがこのゲームである 

•AIM-9Lサイドワインダー.川〇〇ホンド埭弹、機開砲を装ffU HUD.MF0, 

AARなどの各檯計器をリアルに再現.フレ：^チャフも使えます 
•地上からはSAMや高射砲、空中ではMIG23が！!つてくるう;L上級のレべ 
ルではブラがアウト+レッドアウトも起ります 
參1枚のテVスタにMSX MSX2用の両方のブログラムが入っています 

八リアー•コンバットフライトシミュレータ 

ヴイ•ストール 
ファイタ— 

卜 

'7f SS 
得！ris*aした«の«翔と！r 

If If 
兵れ上宙メ向的さつの 

屈さ急字時方制小にラ 
米出，莲の力強を後い 

はえ中のそ推ば®背と 
法；戦そ、の半半のラ 

敝て空soルせの饿よ 
逆つ。な入スさ0敵し 

©よの行にノ化返て隧 
こにちを0ン変宙し搫a 

隊巧昇返Vをにvsだ 

才tハ丨シユ_卜T^isf 



測，ORLD 
m 

ワールドを設定。それぞれ4種類ずつの個性あふれるキ 
ャラクタたちが、べんぎんくんのお相手。ル_ルは前作 
同様、B0秒以内にKI個のポールを相手にぶつけるよ5に 
全部投げ込めば勝ち。5つの全てのワールド在制覇する 
と最強の敵がべん芒んくんの前に立ちはだか!Dます。グ 
ラフィックは前作をしのぐ美しさ、ボ_ルの衝突後の動 
きも運動保存の法則に従い忠実に再現。そして、べんき 
んくんも腹筋力がついた為、前にかがんでポールをBけ 
るよラにな！!X更に1^気合いボールjとい5強力な火の玉 

■CS32対応ovisx2+も司)S.土 ■定価6,800円 
攀2 メガROM力_トリッジ(V-RAIVnE日K以上必要}參ジョイスティック 

使用珂/MSX IV1US〖C対応0馨FM PAG及びPACにゲームの経過 

mars 

ボールも投げられるよ5に成長しました。 をセーフできます“FMPACを使用するとゲーム中の音楽をFM音源で藺けます。) 

アスキーから年末発売予定のMSX対応新作ROM力ード;ッジ「べんぎんくんウ:y-；Q」.fウイザードリィ（ROM版)」はいずれも限定生産となります売り切れの燦はご窨教ください。 

〒'’0744栗京舫港区南离山6-1Hスリーエフ南胄山ビル㈱アスキー宽浆本部TEL(O3)^0D0Q 株式会社尹スキ 



写真は198S年度の米ソの彩背酾とその度含を表してい^!す 
®写蟲は閒免中のLのTす 

お待た甘しまし} unfit版が潮；登場。 

BALANCE 
mンx•オブ•則- OF 

マッキントッシュ版メモリ_容fiUMB. PC-9801版メモリ_容 
WfilOKBというh:人なシミュレーションゲームが:あなたの：V1SX2 

に柊桢されました。しかも塊がなくても：;U本捎衣尔 
でゲームが進められます^ ^e> 

あなたは：V1SX2を通して、新U、人統〆 
翊に就汀七てください。 < 

■げIVI i: 
■ P| 蜃 P PC-9801シリ-ズ用、Madnlosh 

〒l(J7-.24 5T京都港区m甯}i|511丨スリーエフ南n山ビルftアスキー堂業本部TEL(03)486-8080 株式会社アスキー 

QII 

1986乎…：世IfaアメリカとソビH卜といぅ超大国の禅妙なバランスの上U 
成り3:つVいねもし，二^ハランスが崩れる£:、*并は核被争のために朗壤す$だろぅ。 

君uf*アメリカ大統铒がゾビHh共*党*IB#としV 8年間の時間が 

寿えられsrの8年間一r世界％国々が持つ威價と呼ばれる磷を.相¥のje大国よU 

參く*めなければならない。はたして者は真の推«者Uなれるだろぅが？ 



のウイザートリイC32用ROM版は限 

生産となります売り切れの際はご容 
<ださい 

の大呑Kトレボーの捭界 
服のための2つの榮件 Jii 

:の粘鋭部隊のfi成と邪旭な 
:法RH、7—ドナの魔除けの你 
:一を：fcたすことがこのシナリ 
のIt的.,地ド10階にわたる；JD 

讨応機桶/ lo2J2 (V RAM128K) 
，Mカートリッジ（SR/WUマツテリー/ <ックア 

■定価12,800円 
タルフィギュア付） 

2月下旬発売予定 

-夕はパナアミューズノントカード，ッジや3.5-2DD 

IツビーディスクにもD— ド、セーブでさます 

r 

するキミには、らない耳 

X2版がROM/V—ジョンと 
全限定版。まさにマニアなb 

し高めなのだけれど、㈱青島 
こフゴンパビf)も付いてぅれ 

争回だけしか手に入らないオリジナル 
に価値も大きいはずだ。さあフリ— 

れを逃しがたらもぅあとはないぞ。 



「ウィザード リイQ—ルフレイ1^1？^ 今-'衣j(ま-暴 

し 
纖 

. 

もちろん<そのあfcりのサポートにも手嫌: 

ませんoiずばサプリメパをみ命と强売する 
サブり〆ントとは、新シナリオ、ワールトガィI 

■した副_本てあり、これかあれば自分て 

作るtきにも、役に立父とうけあいてす 
それではまずは1mm1月に発売される 

.•1の鏰㈣t、紅亂ょ• 

fウイザ—Fリイロ—ルプレイWう 

新シナリオ「ダロ又の盾」 
...上ハ_ 

たス黑Prat 
マスタリング■ガ仆 
これm:. 

..しんへ.' ■ 

5N-©設定の方法、かしい吃胡:K'- 

ワ-ルト•ガ仆1 

..:…パ':‘ 

は侍や;g.者ず主まれ— 

ゲーム•リブレイ 

ウ冰"ドりィCHルフレイングゲ-ム 
サフリメ洲1『ダPスの盾j 

免売時期:年i月下旬（予定） 

本充希留価格: 2J00FK予定) 

形式:ブック.スタイル 

作：安困均とグルーブSME U おH-. 

褡のサブりダント 



srn 

ism 
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IS月日日発売 
額準小売価格6,800円 
このアスキ”スティMSX?. MSX2 + 

クの付いた〇，vナルコンビ：!ータかxsaoooで 

松要い比さい 

〒1〇卜W東京都身区南胄山6-1卜1スリーIフ癍腎山ビル*5アス+ T酋屢本部TELia3-4|6-BQgO 株式会社アスキ_ 

WSHEシヨイス7:ィツク i 

rp好Bfクタ—ことがi' \_ 

1^\Aとボf XBS能を切り替えfとができる。、 

CVWHS スイ:.yチ / • 

JGスイツチをolsl,にすると"連射が可能となる。ボタンA用を押すとAが、ボタ 

S日用を押すと4が連射になる。 % 

Sモニタ「，ン。P 射交 

SMUU t ,< f _ 

0.1重量t伽えた使いやすU設言 
jなじむ超??型HIt 

1>先 

r 



4SCII 

実録！ 
天才発明家 
マイクロソフトプレスケネスA.ブラウン著鶴岡雄二訳 

定価h 900円〔送料300円） 

アメリカ産業界の発明家16人にスポットを当てたインタビュー集/ 

财〜娜シリーズ”の奶tして、アメリカ廢龙界をゅ6がせた依 
"Jl^：I¢5 AJこインタヒューアッ-/ル【Iのプ、テf —ヴ*ウtズニアヶをはじめフ 

ロッビーディスクの開兄行マーヴfン甲かムラスなど，jjwtアメy力康龙の® 

'線で通:しているの小の〆をJimした,サイエンス*ブックです.: 

アスキー書®編集部編著 
定価1,200円{送料300円) 

セ㈤のユニークなE? B Sステーション 

約ガイに木年度のパゾコ 
ン通信界の脚向をます。ネット 
7 -力—待错0BB Sガイド畔鎌! 

XIマシン語ゲーム 
—fr-i /-i —7^^ 河野滴隆、日高徹共著 
ノし〆J〜ーノ 定価2,500円（送料300円) 

本格的なゲしム作りを，矜Kなゲーム 
{1プ家がやさしくmu.キヤラクタの作 

成かC迷路ゲーム，スクD—ル’f.ーム 

UIのJilt的なゲームまで多数揭亂 
嗥？0,8扣丨阳^;|]5吁マシ>焐ゲームフ〇グラミン 

グも好評発光中定価匕5D0円{送料300円> 

MMSM 28 
h-ZD定価4.800円（送料和QR> 

MSX-DOS 
アセンブラプログラミング 

蔭山哲也著 
定価1，200円（送料300円) 

マクロアセンブラM80、リンク•ローダ 

L80など,本格的なアセンブラプログ 

ラミン〆力1 去を财説した初めての41 

MSX-DOSヒでのファイル入出力のテ 
クニックも#说し簡>|tに打ち込めるもの 
から灾川プログラムまで13似WU 

ウーくんのソフト屋さん 
プログラム集 MSXマガジン别冊 

ウ，a®y施 定価780円（送料250円) 

MSXマガジン連敝の大好評「ウーべ 
んのゾフト㈤さA Jのシヨートプログ 

ラム30本を-ザに紹介Dあわせて「ウー 

<んjの4コマまAが(船Kエリカ;ヤH 
祖躲した1フアン待1^の冊です， 
※プログラムライブラリも好評発売中 

Tt07-24東京都港区南胥山S-I卜Iスリーエフ痺皆山ビル味アス^書籍/雑達営難部TEL(03)4^6-1977 株式会社アスキー 
翁ブックカタdグ达呈住把■氏衿*年軋■吸v *诹話番号•商品名使用機神を明記の上「沄部MSX伸まてハカftお申し.入みくたさい 



4SCII SOFTWARE 

「ms xをゲームに使うだけじゃもったいない，もっといろいろな活用法があ 

はずたとえば、ブログラミン氕なん'胃!!いなJ 二んなあなたにお知らせしたいのが「日本焐MS X - DOS 2 Jの宥力 

のソフトは完全に日本疆に対応 B.A 灞字対応のゲームやデータベースプログラムなどを作るのも夢ではありません 

た、R AMティスクの榷能もあり、尨速アク屬kが可能で、ュ_ティリテイブログラムなどをR AMデイスクに人れておくととて 

便利ですさらt: 

一夕とやり 

、今後錡充 

と*< 

g同じ階署デ3レクトリの_能も待っていますので、ワープQの文書などを16ビットのコ <ヒ 

I 驾ス4一でこの「日本語MS X - D OS 2バこ対応したプログラミングツールを於5吃てあ 

mo 対る予定ですこれからも無限に広がってゆく MS X(75世界にこ+期待ください 

2 



• 'ル irnil ■ ■•ハ—”q ■，ハ■: ■り fh，r • t 
_CS1.WSX-!>0S•日1 m,fV "會 

な 

気 

さ 

! 
レ 
t 

I 

r!木卿>x-iル: 
n r^fi^o£> 
mu r細⑽ 

MSX-D0S2 
^咖KB RAM内鼉《轉社gggM岑和测朽⑷挪パ内藏ROMカートリデン棟SインチIDP7nvピーディスク雄⑽⑽ディスク装⑽み■き哥 
p通棬？4.B00W迸P1卿印■的M*—I■リッジ+3.5イ>テ1叩フ〇ッビ-ディスク嫌¢2⑽のディ;^®» ：：りリ■胃し:;;■マニュアルー致_ftAMi?BKハイhu上供篚gjggfa置a勒负嫵艤“〜 

70,4CT VIS 醱截 FS-SmOF^ FS-46Q0F.=#*«HL-G3Ol ヤマハ竹獅4ハ况 C3(7M/1紙 YISB05/1Za, VISMS/M6}き ¥ 真め ROMft—J，/ジ tJi?flK0 細内■タイプ,►Uft の利^ C 辱 U-薦変,「し 

名，■年甬品名.®用穩掩を明:!0の上,靈伝銪MS?(係Iか#キ_:_h申い,〒即-?41!京都港!^it潇山t :1+1スリー•£.??}:_山ヒ;i « ?ス+-.足本绝TEU03M86-SC6G 株式会社フスキー 



4SCII^^S 

好評スタートをきったアスキーネット!ただし、ま員募集中!| 
婣アスキーのパソコン通信サービス► 

ASCII NET 
アスキーネットとTri-Pのお問合せ•お申し込みは0(03)486-9661 

電Kiたは,ハカ'キにてお閗含せくた'さい...すぐに_羊蚺資wと共に入金申し达み善をお送りします 

〒f 07, ！([京都承区35胃峰tスリ-Tフ，十，山ビァス3T -'’ァスキ-ホ.>卜_綱」株式会社アスキ—' 

私の部屋には 
丨多レ—ンが住んSる 

I赢 
■ 〇 -三 



あなたが拡がる，新しいバーソナルコミュニケーション。 
バソコンが、新しい夢を菁てていますあなたのパソコンを.みんなのハソコンにつなぐバソコン遏價それは、人間が初 
めて手にする新しいバーソナルメデfアですアスキーネットに接*するだけで日本中のだれとでも,好きな時に好きな 
たけ括し合うことがで奢ます欲しい情《も手に入ります個人と個人のつなかりが大きく広がれば,ほんとうの意味ての 
新しいバーVナルコミュニケーションが可能になるはずです傕人のために,みんなのために、アスキーは大切に有てます 

アスキ-ネットPCS 気軽なパソコン通信を楽しみたい人のためのネットヮ_ク 

アスキー本V卜を代表するのがぐアスキーネットPCS>です日本全国の 

パソコン大好き人間が薺ててきた、活発な金員同士のコミュニケーショ 

ンの沄統がいきていますソVノコンの情Hはもちろん.生活鱷味研 

究サロンなとの特色あるSIGエリアは，Mもが#加しやすい鰱力あ 

る龙囲第ですそれからXPCS>の大きな魅力の一つがハブリック*ド 

メイン•ソフトウxアを籮めた"POOL”推もが自由に使えるソフトをフ 

ールしてあ*hその数はゆうに2f000本をMえ、置ともに日本雕大 

級ですパソコン大好き人間が創っただけに.ゲームやffi利なツールな 

どいずれも傑作そろいですより多<の人と，もっともっとコミュニケー 

ションしたい一氪輊にハソコン通憤を始めたいあなたにおすすめてす 

PCSにはユニークな個性の*S丨G MAfLVDICEなとのコミュニケ，ンヨンサーヒス 

_■新のゲ-ムソフト情報なとのインフォメーションサーヒスがあります 

アスキ-ネットACS情#人間のためのネットワーク 

全国64箇所のアクセスポイントが使える! 
<アスキーネッ("PCSWインテックの個人向けVAMrTri-Pjと接蟋生要 

都市をフルカパー、全国64のアクセスホイントから二れまTよりも安い通信 

費TXPCS>を利用できますしかも注gのMIMPモテム(クラ;U}もサポート 

♦「TrvP」の利用料金 

加入料金 3■円 
月次料金 基本料金（月閛60分まて） Lmm 

使用H金{印分を辁えi分につ#)1分 10円 

■卜『Trt-P_fて海外にアクセスした堪合は|分9¢円てす 

加入料金なしのうれしいサービスも！ 
アスキーネット奉相局TrTfi-Pjにお申しゐみにな去匕上紀料金のうち加 

入料金<3.000円）か無料になり5す加入料金なして彳経済0勺な「T「i-Pjに 

参加TさるわけTすから肩して得するタブルメリット 

くACS>は情#I人間のためのシンクタンク知リたいこと,調べ 

たいことはネットに呼びかけてくださいたとえば異業相の人たち 

との勉强会も<ACS>ならネット上で氦輯に荚現できますディス 

フレイに表れる多くの情報が1頭JKを心_よく刺激してくれま 

すネットのむこうに#つとあなたのブレーンか待っています 

ACSは•SIGJAIしVOICEなとのコミュニケーシヨンサ…ヒスと•時辜遇IS柬 

阪调报0本リーダースタラフなとめインフオメーシ3ンサーヒス1そして*オン5インシ37 

ヒンクなとのトランザクションサーヒスを用iRU■いft 

アスキ•ネットMSX MSXユーザーのためのネットワーク 

MSXマシンのための専用ネットワークネットワークの核となるSIGに 

は、啬楽科学ゲーム料a MSXハードウェア情铒など，多彩な分野 

でジャンルにとらわれないコミュニケーションが交わされ，家族全員で 

楽しめるMかれたネットワークとして太#く育っていますMSXバソコ 

ンを活用したいと思つているあなたに最遇のネットワークてす 

MSXには*SIG,MAL,VO!CEなとのコミュニケーシ3ンサーヒス•時畢通1大 

和li故B本交通公社なとニュースや株式1*報なとのすぐに役立つインフォメーシ属ン 

サーヒス*オンラインショッピングなtのトランザクシ3ンサーヒスかあります 

使えば使うほと有利な新料金体系、とても経済的です クイズに答えてアスキーネットのリザー■ブIDを貰おう! 
擎7スキー丰ル釁》料MOfl円<PCS)<ACSXMSX>*iffl 

扠敎ネットに加入の堪合k贫鉍料は3.00(}円のみです 
_ァスキーネット利用料金 

<PCS> 5 ft本料余（5畤朋3で> -2.&叫円月 

2 5两間〜2&畤澜3で•2C円3分3203$問以上，B.0卯円月 

<ACS> |基本料金（5畤Mまで}…4.0的円月 

tS時®〜20_間まで…20円S分3 20畤屑以上〗0,000円月 

<MSX> I基本料金(5■時WJT) 1,5刖円月 
之5呤間〜20峙問1で…20円3分3 20時問以上U00円捋 

ただい王「リサ-'ブキットキャンべーンぶ埯中あなた羿用めゲスHDかJHえな峰好0チヤンスてす:当た 

ればアスキー序ッKPCSXftflS)0か转料て^なんと舍針3時閘tfSえIすふ各ってご応募ください 

問啪アスキーめバンコンサーtスの样ゆは？アルファべット0文孕てお笼乂ください 

■応*方法ハカ'キに「クイズの贫天と希切す石リザーブキット名.及び注所、氏名、年梅s性如 

載，、梗用パVコンffi棵名，fit用if ft V 7h名、加入じCいるパソコン通1&名jを明I己の上アス丰~ 

ネット寧務周「リザーブIDj係まてお送りTさい•當品，ァスキーネットPCSリザープキットj 

又は「アスキーネットmsスリサープキッし袖ana各100名嫌に 

格アスキー.ネット来加入の方（msx>はmsxバyコン所.有*にP貝けます 

暑（PCSXACSHi2400bpsを使乂法すから、Jリいつそう好濟的です _免 茨貫品の箝送をもってかえさせていたた■さよす 

アスキ-力-ド金貝なら.どんなにアクセスしても基本料金だけ! 
パソコンライフをパックアップしてくれかアスキーカート >かついにT 4した！アス 

キ_ネ，4の入会金か龟辟されて、さらにどんなにアクセスじI：も基本#4金です 

うれしいダブル特典付つまU1ヶ月の料金はくPC公2.0flflP^ <ACS>4.000PJ, 

<MSX> 1,500 F]tt 

1 
HkW 

iSCIlESESI ~ © 
■■細 

”:.i: 

パソコンに.いちばんよ(効く力ードてす 

asaiautD 
-->111-VISA JOIMT CARO 

会興II集中/ 



アーケードのグラディウスシリ- 

ズはミサイル畀用のボタンがあつた 
のだけMSX版はジョイ乂テイツ 

ク纖係で、レープーと同じボタン 

で背荆される0 VjXENのタイプによ 
つて4沖類のミサイルがあるのだ* 

VfXE叫二は4タイプあって、そ 

れぞれ最初に装備している武器 

が少しずつ違う&また、各ラウン 

ドでアイテムを取ることによって、 

武器を強イ匕することができるのだ。 

最初に紹介するこの基本パワーア 

別名オプションともいう。VIXEN 

と同じ武器を装谰した分身のことだ〇 
このマルチフルは照敵なので、ラ享 
く扱えば非常に有効的な武器になる 
そ、マルチプルの数はグラディウス 
と同じく，£コまで。 

ッブは、この4タイプが最初に共 

通して持っているパワーアップの 

説明だ。普からのグラディウスフ 

ァンにはおなじみのパワーアップ 

の数々だけど、もう】度その使い 

方と効果を見直してほしいぞ。 

.グラディウス2 rはバックビーム 
といろ名前で後半の追加パヮーアッ 

ブに登場していたけどIイマイチ便1 

えない武器だった〇 V^XENには琛初 

か6装懶されていてh今回は後半戦 

でかな0使える武器になった。 

シ 
I 
ル 
ド 
v]xenを守るバリアた、Rnm 

あってM初に好みのほラを1ベるよ 

ラになっている0酌方を堅く力ード 

したシールドと，全体を薄くガード 

するフスースフイールドた％どちら 

が使いやすいか、は好みの罔越。 

VIXENタイプ別 
パワーアツフ大紹介! 
'VIXEKTとは自機の色前，こ 
の「ゴーファーの野望」の特徴の 

1つにVIXENの選択亡いうの 
がある。いままで、グラディウ 
スシリーズには1裸々な武器の 

パワーアップやアイテムが出て 
芑tこけど、このゴーファーには、 
そのTベてが詰め込んである。 
通初のVIXEN選択によって、 

武器のパワーアップがいろいろ 
と変化するのだI 

上方と削方にビームを允射させる 
のが、このタブル狭い搭地内や 

上にたくさん敵が出て < るときはか 
な〇窍効だけど、.逆射性が■なくなる 
といラ欠点がある。だけど、マルチ 
フルとの!’拜闲で欠点は補えるそ.， 

VIXE Nめ■さを逸 < するスピード 
アップだ。グラディウスではB段階、 
グラディウス£や沙緒费鸵では7段 

階まであつ匕このV】XENも7段階 

まで可能c 4〜5段階がちょうどよ 
いので取り.過ざないこと。 

レーザーはVIXEIM©タイプによつ 
て2權類ある。贸迚性が鬲く,险の 
よラな形のレーザ_とh命中判定が 
大吉くワ•ンカのよラな形のリッブル 
レーザーだ。アイテムを取nばレー 

ザーはさらにパワーアップI 

MSX ゲーム 析 
最近とみに寒<なって吉ましたが、お家の暖房器具の調子はい 
かがでしよラか7今月の徹底解析は、プレイしてて熱くなる 
秀作ゲ_ムそろい。じや、いってみよか一1 

▼ 

參ゴーファーの舞諕EPlSODEII-'94 •ラス.卜_八ルマゲドン■…- 
參スナッチヤー……………■•…"ioq #スーパー大戦略.. 

•F1GP in SUZUKA……■.■…“104 _ぺんぎんくんWARSP■”■ 
參せビウス I………丨1〇 ■はがき湛石®門. 

コナミから最初にグラディウスが出てから、もろ2年た 

ってるけど、そのパワーは衰えるどころか、ますます大き 

くなってきているそ。その証拠がこの[ゴーファーの野 

望.なのだ。キstこのコナsパワーを味わってみよa ! 

IIコナミ MSX 5.&00B {nOM) 

____11111■_H脚晒卩關圓Ull_lll_ 咖 1111曜1__ 謂U麵 

基本パワーアップ 
I川誦II訓111_議_刪_I_H訓關_關1__ 

マルチブル ミサイル 
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MSX ゲーム徹底解析 

機種別ノべワーアップは4タイプ！ 

もっとも基本的な性能を持つの 

が、このタイプみた、グラディウ 

スのビックバイバーと同じ性能な 

ので、なれている人にけ一浒使い 

やすい機体かもしれない」 

ミサイルの威力はあまり強くな 

いが、高速なので連射i生がある, 

だから、マルチブルをzコつけて 

ミサイルを放てばかなりの効果が 

あるそそれから、このVI職の 

レーザーはシリーズ中、一番アー 

すさまじい破壊力を持つナパー 

厶ミサイルと広範囲な射程を持つ 

■J '7プルレーザーの組み合せた 

コーファーを初めてプレイする人 

には、迷わずこのタイプCをオス 

スメする。リツブルレーザーSナ 

ハームミサイルとtに連射性二そ 

ないが、それを補えるほど強いぞ& 

特にマルチプルと併用すれば異常 

な強さを発揮するのた》 

このタイプCの弱点は、後々追 

ケードに近いできで、ボタンを押 

した長さで、レーザーの長さも変 

わるのだ：長いlザーを出した 

ときはなかなか気持ちいいそ、 

會二のミサイルは喊カニヤないが、スヒ 

—ドがあものT逢射がてきものti“ 

tレーサーめデザインは、アーケードに 
!& ■(な1た破壤力は抹群たそ’ 

強力なフォトンミサイルと、レ 

ーザーを装摘したタイブがこれた' 

レーザーは初期の段階ではタイフ 

Aが装備じCし、る物とまったく変わ 

らないが、アイテムによって强イ匕 

した場合、タイブAとは若千違っ 

てくるそ：また、こいつの装備し 

ているフォトンミサイルは威力抜 

群で、ザコキャラならばすベて员 

通してしまうのたしかしミサイ 

ルのスヒードが遅いので、それが 

加されるレーザーの弱さだろうe 

射程が短いブラスター系の武器し 

か装備されないのだだから最後 

までリップルを使うことになる 

•1度射に当たれば大令な■碑を起二す 

二の傅被の破埭力は4鲈！ 

會暹射性に欠け缶Vプ7ルレーザーて 
が広いというのは使える 

沙_曼蛇の自機sサーベルタイ 

ガーと同じ？ウェイミサイルを持 

つタイプDだ.：装_しているレー 

ザーは、タイプCと同じぐ、リッ 

ブルレーザー.VIXENか画面の中 

央より上にいれば上方向に、下に 

いれば下方向に発射される2ウェ 

イミサイルはあまり威力は強くな 

いが、ダブルを装備しなくても上 

方向の敵に有効だそ、 

タイプDの利点は、2ウIイと 

弱点にもなってしまう。 

リップルレーザーが好きになれ 

なし、初心者はこのタイプBてブレ 

イすれば、かなりラクに進むそ。 

饞寅通性の高いフォトンミサイル小さ 
な基地なb1擎T破*してし3う. 

會ポタンを#した長さCよってレ™ザー 
の* そ t 変化す 杏の か特帘なのた 

リップルの組み合せにより、狭い 

碁地内などに強いことだ。またx 

中盤敝から装備されるべクトルレ 

ーザーは、かなり強力だぞ! 

t上Tとちらにても出る£ウIイミサイ 

ル哒力しtダイフAと:屯:わりない; 

會リップルレーザーというのはfS人め好 

みが[Jつきりでる武器といえましょう. 

■シャドウ„二の 

フ本ーメ-シヨン 

が一番傕えるそ 

扱いやすいし,. 

つてもマルすっごくバリア! 
#7ルチブルを 

圃定することも 
で春るu狭い埤 
所では使えない、 

RQLLLRS 

•回恥させれば、二 
のとおり，mいかつ 
けに《いめや-) 
ES+J使いにくい。好 
みにらよるiすど。 

前方強化版。前からきfc彈を1G 

発まで酌えることができる，後ろ 
からの攻势![こ弱し、のがII点た、 

FOACE FIELD 
金体を守るかわ1^二弾5発で 

消えてしまラ。初心者にはこちら 

の方が安全といえましよ 

msxケー厶徹底解明95 



お次はエクストラ 
0 ワーアップの紹介 

基本パワーアップ亡はt 4タイプ とは、VIXENがアイテムを取ること 

ツインレーザー？フアイヤーブラスター 

• . ■ •■- „ . , -v -T J 

すべてのVIXE Nが装视しn猶畢 
的な武器cタイプ别パワーアップと 

は4タイフごとに分けられた特姝a 
摘。そして：tクストラパワ—7ツプ 

fこよって後から装懈される、強力な 
逅舶武器のこと& ©タイプによって 
装備されるものが说うので要注寒0 

各武器の利点，弱点を知0つぐせ丨 

タイブ日が最初に装谰する拭器が 
これた。的初の.レーザーよ:り太く 
いるので命中しやすいc威力も 

少し強くなっているぞ。連射すれば 
カタい敵もラクに破®可能だc 

〇- 

ツインフアイヤー 0 

タイフcにのみ裝慚される武器。 
しかしやっぱり使えない。太くなっ 
たぶんだけ、隞の弾が見えにくくな 

っrこcotu威力はかな0あるけど、 
射程が'現いのはどラしよラもない0 

a 

べクトルレーザー〒アツプ^rウンレーザ 
〇 

タイプDが装(#す5k货两するsJ 

ップルレーザーだ。尚通するように 
なると運妒がでをな<なる。しかし 

ザコキャラを一陆してくnるという 
強みはちjつと揺てがたいのだt 

锻扔のウ•ージ〖こは7といラのが 
あ-)たけど、その部分に入る武器が 
これたeアップレーザーの方がダウ 
ンレーサーより使用頻Mが鬲いぞP 

これはすべrのタイジが装堝可能& 

タイフCとタイ7□が瑕初[こ装偶 
百る武器だ。威力はそこそこあるの 

た/A射程が短いので®いものにな 
6■ない。これを選ぶくらいなら、リ 
ップルレーザーのSが•よい。 

—-〇 

メテオレーサ- 

タ イプ A が艘初Tこ装膈 するレーザ 

一。沙m曼蛇でも登塚したので倦え 
ている人も多いはずc威力の方はツ 
インレーザーとそう要わらないのだc 

づ-ム中涅からかなりお世話になる。 

力 
〇 

すべてのタイプが鲅終的に装懈す 
る豇器。敬キャラを出現させるスク 
ランプル八ツチなどに向かってミサ 
イルが自動的に飛んでいくのだ&早 
地内なら、かなり有効に便龙る。 

スクUユーレーサ- 

タイプ D がスキ タイプ|jがスキ 

■ず、^ 

タイプMがスキ 
，iraF 

：4 

V 

タイプAとタイブBが裝備する武 
器。レーザーの中で，一番太くて威 
力がある。このレーザーの险で見え 
な<なる敵の弾に®注数。知らない 
ラちにドカンとやられてしまラぞ《 

タイ:?Dがス： 

mm 

やつばミサイルとレ_ザ_ 

袋倔のAタイフですがな6初代ク 
ラデイウスと同じこの組み合わせ 
が锻強、と信じて疑わない私な® 

でTcええ、そラですとも 
ム1Jにこんな写®とられた小杯 

ゃっば0、利点を考えるとB夕 
イプが丨番だよね。R通するフJT 
トンはヴーム後半でかなり役にた 
つし1レーザーは強力だし6フオ 
トンが遅いのが残念だけと， 

おす_も•ラさんゲーマー三頌 

私は超強カナパーム焯を装嗍し 
ている。Cタイフが好芒なのだ。 
ザコを一描してくれるし、カタイ 
敵にち効栗的だaしかt当たD判 
定のデカイノリツブルだしねん0 

空者のおんせん下田 
上下発射三サイルが好吉な懊は 

やつばD□タイプ。パ1Jアはドツ 
卜単位の弾よけで邪MになDにく 
いシールド&フォ_スフイールド 
だ亡かえつて弾に当:10やすぃ。 

カメラマンゲーマーの山 

\ 
結局どの 

ENがよいのか7 

ts;llil!l;1S 
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MSXゲ 解析 爾底解: 

いや〜な敵キヤラ! 
STAGE 1: 

こラいつたシューティングヴー 敵のmきを先続みして、有効な 
ムの必勝法I丄Sす％ Uやな敵キ 3S擊方法奄あみだしてこそ贵.のゲ 
がラの勉きを把握可ることだ！ ーマーと言えましよラa 

• ._いつ办出1s 

アーパーでハワ 
—アッフしよ今 

:，つ中からVIXEM的 會3 ETつ上下 
は:：：で < る* イントをかけ+ 

倉级なしT待を出す问 

にfg不を敁读せJ1 
關 

7 く大. 
ルる花.ヒ 
を かン 
喰^らク 
うル出の 
そチてP 

*二け，)¥ 

斛す杏5f二 

漉す令へし| 

STAGE2 
ル 

.女ろから来る 
いつ[:はテイ 
か' 

:ぃ御聚り付 
< £ Vf.Xl-.N^ti 

W <T^ <Tt tz 

msm 

、よt、よ各ラウンド攻略大 
§T4GIE プロミネンスの出現ノ《ターンを見極めるのだ!! 

I刖11111圆I削川間_in_ii謂iiiiniiii川I川I關 

•さあ、い』いよスタートだ，気合い入 
れて（ど！とりあえす，二の辺は不死 

*どの不死罵がカプセルを持っTいるか, 
そnを見褚めるのが大切だ$t, A-J 

會いよいよ人x太牌出現？ プ□ミネ-ン 
スは特計回fMこ出3見しtいるハター'〆 

• i方向からブロ iネンスがpa 5たして 
<る.特に上下から、いきなリ_きた’す 

，を倒してカブセルを取6う をして不死咚に悴3りしないよう< を知-：T L 3龙iiこの辺Uラクたぞ やつに[J充分氕をつけるべし 

會二の辺りから岩石がvi咖に向かって飛 
んでくる1度やリすごして读方か 
ら帘んて■くるので気を砧いTIJためた 

*二ごが鼉初の難閉 A方向からフ□ 4 

ネンスが噍#だし1迫石が上T左右から 
执んてくるなれるまてガンバレ！ 

會後万め觔sとくに岩石などが心配な人 
はテイルビーAI:しておくめむ薄 < ない 
ぞ 7ルチプル〖3絶対必Wlnatz 

曾いよいよステージ1の！！後のis承へ入 
るそ心を落ち.■けて、バリアはいつて_ 

ら領り包えられるよう彳二** ■■てお二う 

7 

ms^scBO 
會ついに来た！不死烏が嵌んで < 石わ、 
岩石は向わ'つてくるわ、プロミネンスは 
項？あげもわ、もう大荽なのた1 

_ガンバレ！ 二こを超？I nばボスキv 

ラの登場た’涑方か6飛んてパる岩石は、 
Jったくいやらしい辙だなあ 

會出iした.，ラウンド1のボスキト 
ラ' フIニックス登場た！ w^m 
nバリアがないとちよっt _ンライ 

では、ラウンド1の大ボス、フ 

土ニックスの正しい倒し方を教え 

てしまうそcまず、こいつの弱点 

は缝なのて\頭に向かって何発も 

シヨットしようそうすれば、大 

爆発をおこして，ラウンドクリア 

—だ。法意してGしい所は、こl 

___l_l旧川圓_甽刚虮1圆_111間■ 

バクテリアン丨興咸のため、亜空 

間戦闢機VIXENを出犁させたデイ 
ビッド，バートン.最初の難間は 

数千度の炎を噴き上げる人工方陽 

の群だパクテ')アンを擊;威させ 

て、人工太陽を取り戻せf 

MSX版ゴーファーの野望の，ス 

テージ1は、アーケードてもおな 

じみ、人工太陳群たどんなゲー 

ムでも、たいがいステージ1は鲚 

里にできているのだけど、このゲ 

ームはそんなあま <はなかった 

馴れない人がフレイすると、あっ 

というまに全疏してしまうのだ。 

でtuちゃんとバタ_ンさえ憶え 

れば意外と簡単に進んだりもする 

ようするにここではキミのテクニ 

yクが問われるラウンドなのだ 

つの吐き出す火の弾と，広がって 

出てくるビーム。特にビームは、 

始めの頃は避けにくいのて、バリ 

アを張っていないとちょっとツラ 

イそ_また、頭以外の部分を擊っ 

て6まったく効かないので、無S 

味な連射は気をつけようミサイ 

ルをうまく使うのがホイント 

khh 

む 

奢•奢争 

JrJrJr 
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破裂して弾を出す奇怪な植物群が出現! 
川旧141__1111111 削丨 IIIHIIIHIItHIIIIK 川^ 

tラウント1で完へきにパワーアップし き:；め丑りはカブセル054Minたヒけ tそろそろいゃな！^が登場する孕く相 會歧科Tるmのwを（ぐリぬけろ ■] 

たがな？ していなかったら1鼉忉のア t\必要以上のカブtルは辞?ftするにPS 元を破壩しないと，いさなり玻鉍して禅 上の方が閒いたら，速攻で■そこに入石の 
メー パでカフセルを取りま < ろう るそ' 取り過ぎはv_xemに®なのた- をパラパラと出してくるのだ！ だa新しい武器が咏さntいるそ’, 

會もし，上に入->てし武器かもらえなか 
つたらh今度は下に入ろう；どちらかに 
必ずあるのた,,嫌にはii*すること. 

會唧胞の览彳..t VIX EHのビームで通りiiを作 
ろうレーザーならかなりラクに進むそ' 

後ろからくる碑はうま < 避げよう.. 

*feし，VP吒Nが途中でやられて1パワー 

ダウンしていたら，ここて•カプセルを取 
リまぐろう深追いはダメだそ' 

•二この巨大花の出すアメーハにマルチ 
プルが当たると、7ルチプルは消減して 

しまう：うまくかわすしかない 

會タイフBiタイプCめVIXENな^^ミサ ♦出たf 二はIUJLかなりビックリ 會&方向に広がる彈は、全部で3回* 

イルで巨大花を破.ぱするこ■£もでさる Tる埤所た小さい彈が飛んできたと思 ちなみt二.赤い部分は破榷不能だ，画面中 
性のWCENだつたら避け1くろう うと，いきなり6方向に広がるのた. 央よリやや左にいれば.，安仝た•そ」。 

illinillllllllHIIHll(llllll!lll(l((!OIIIIIIIII!11111111II!1111111lllfl 

このラウンドの雰囲気はグラデ 

ィウス2の植物面に近い,：難易度 

は、前半戦は簡単に進むが、被裂 

保が出てくるあたりから、難 

しくなつてくる.，ここのポス 

攻略を書くと、まずgか^基本と 

螽広がも讲をクリア”すれば.ボスキヤ7が待っているの 
tiちなみにファイヤーブラスタ-朵の武器ではこのポス 
を倒すことはT可陆に近い容易に接近でさないからだ 

議j刪ii謂[關N甽削I謂I謂閥謂謂__劃 

iitinjii111111eiiiirtiiiiiiiiii411111jJiHiaiiiiN 

のこりの面を 
チラツトだけ 
見せちやう！ I 

いうこと目玉が開いた瞬間，拏 

つて擎って荦ちまくる二とだi3も 

たもたしていると，こいつの出す 

弾が後方にたまってきて、身動き 

がとれなぐなってしまうそ-..敵の 

弾をよける自信がない人は、パリ 

アは絶5寸に張っておぐこと気合 

を入れて攻めるのだ 

川|||關_酬_顯11|11_11111_關_刚脚 11111111 

ラ17ント4はii*のボスキャラ 

の総登場た：パワーアッフしたボ 

スキャラが帰ってきたそ！ 弱点 

b昔の泰ん$痄ってるのたアバ 

トン艦はやつはリ強い！ 

ステージ5Uモアイが出てくる 

隐されたアイテムを捜す二とがで 

きるか？ 振り向くモアイはちよ 

つと手強いそここのボスキヤラ 

はやつばり巨大モアィなのだ, 

ステージ6は全体か真っ赤だ 

そして，その名も地獄面！痛そ 

うなトゲトケが四方八方から？！っ 

てくるそ途中で出てくるドラゴ 

ンは異常なほどカタい！ 

ステージ7になると砂の3W- 

突入する巨大な岩か押し寄せて 

きたり、大h{の砂が上から流れ落 

ちてくるのだ，かなりトリッキー 

な仕掛がかくされている 

MSXゲ_ム徹底解析 
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SIA6I E、 強力な重力場、ブラックホールに注意せよ 
111HII 川II]11111111 圓彳_1晒隱_____ 圓11111關__ 關则_|_議_ 

■最初に出てくる陬め垛隊を全滅させれ 會二のラウンドではスピードァフブがか ■岩石が画面上方から於って < るそ.う *lM面下にあるグリのラインは！I力 
は•パ7— 力：?セルか出てく香，；Fワイ なり1要た-., 5段糨から&段隅U取，て まくかわしT•避けるのに通しようと 尨た-.こいつに触るとむリゃ裱ら 

•二の辺りの射を倒して，バワーカブセ 寺«：力波の中に卖入だここの!♦作にt3 ■ここではテイルビー厶とフすースフィ 會やっと脱出！でも安心するのはまだ 
ルを出したらIテイルビームSこしておく 細心の法患をはらうこと.また，スビー ，ルドは袷対に必要だぞ.搛作に4.,れた 罕い，こ二のfeは力？ぃ今ぇに，くっつ 

■ここで出てくるfg台が放つ弾は，九く 象变中キャラのフォ--メーシ3ン攻餐が 
罎煙がのこるこいつに当たっても、や 激しぐなってくるスt_l.アップが足 

_1力蔡ff_をついに税出で5 ?: ! rzti\ ■さたきた！ニニがウ7サのブラ./ク 
この卑には，さらに恐ろLいプラックホ ホール麋域を吸い込んでるブラ.-/クオ: 

—ルが枵ち受けているのた-. —ルEこは死んTt近づかないように！ ■川 Nil削關圆圆 11111 議 iiii_ii 圓 111111iui 謂關議 111111uiin___i 

重力惑星は操作に觸れるまでかなリ時間がかかる 

かもしれない。特に後方の耐は動きがいやらしいの 

で、ちょつとやつかいだぞ，テイルをうまく活用し 

よう&ポイントはスヒードアッフなのだD 
■プラックホールを避けるためEC fj,霰 曾やった一！ステージ3をクリアーしたそ.，この後tパ？ 
低でもスど—ドアッブ石段喏は必要だ テリアンを追ってVIXENとテ-イビットは時交ワープをするのた■. 
VIXENを左下で酎えさせるのプ！ パクテ1/アンの眞の目的をII止するために…… 

二のラウンドをクリアーすれば、新たな展開がキ 

ミを待ちうけているのだ！ 心してかかるのだそ’ 

I■■画_酬國|仙|_111111111_圓_腳訓 

班跑の中は敵たらけ，これはス 

テージSだ,,難易度はかなり离< 

て、とくにエイリアンが出て< る, 

後半は、何度もコンティニューを 

押すはめになる 

スナーン9 Tはいよいよ敵の基 
地内に進入していくここては、 

開閉するハッチや、はがれる尿% 

そして巨大なカニ（!？）が明ってく 

るのだ力二は強いそ！ 

ある条件を滿たせば、いよいよ 

敵の本拠地に乗リ込めるcそれが 

二のステージ10条件とは、プレ 

-fしていれば自然にわかるのだ 

二この難易/1Tの高さは異常| 

今後の行方は!? 
以上、つらつらと武器の紹介や 

ラウンド3までの糊斤、またラ9 

ンド4からラウンド10まで簡単に 

说明してきたけど、ゴーファーの 

;妻さがわかってもらえたかな？ 

でも，本当の凄さは、中盤戦か 

ら発揮されるのだ序mmホン 
の前おきに過ぎない.だから、ゴ 

—ファーをMった人は絕^^後ま 

でブレイしてほしいt,エンディン 

グには感動するぞ! 

MSXゲー厶谳底解析 



欺まんに満ちた世界で闘う 
利バーパンカーに捧ぐ 

初めてこの「スナツチヤーを紹介してから、はや数力月。 

いよいよここで徹底解析してしま5ぞ一丨近未来を舞台 

に、人間の身体を奪5謎の生命体スナッチヤ_とその正体 

を暴き全滅を図ろうとする特殊轚察ジヤンカー。こ、これ 
はまさにサイバーパンクI なアドベンチヤーだ。 

謎の生命体 
スナッチヤー出現 

199〗年&月6日、モスクワにあ 

るチIルノートン研究所で大埽発 

事故が起きた。このとき開発中め 

バイオ兵器*つまり細菌が大気中 

に泯れ、世界の半分が死滅した 

このバイオハザード（生物災窖)は、 

後に*大馋事'と呼ばれる 
しかし、Sのバイオハザードが 

発生したのはその50年後てあった 

謎の生命取バイオロイドが出現 

し全世界を#かし始めたのである，. 

某国の新兵器か、あるいは外界か 

らの侵略者かとも思われたが、そ 

の国籍、g的、JE体は一切不明. 

ただ、冬になると現われるのだ.. 

その生命体は人間を殺害U本 

人とすり皆わる（スナッチする）こ 

とからスナッチャーと呼ばれた， 

スナッチヤーはオリジナルとの見 

分けがつかないほど完璧に外見を 

コヒーし本人になりかわって社 

会に潜t元刻々と仲間を增やして 

いくのてあった） 

そして2042年ここネオ■コウペ- 

シテイに も 3年前からスナッチャ 

一が出現し始めていた&そこで、 

スナッチャー狩リのための特殊餐 

察ジャンカーがm成された,：ジヤ 

ンカーの任務は、人間かスナッチ 

ャーかを判定し、スナッチャーで 

あればただちに処理することだ。 

ブレイヤーは主人公であるジャ 

ンカーのギリアン*シードとなり、 

ゲームを進める次々と現われる 

_3ナミMSX2 9,800円（2DD) SCCカートリッジ付身U月23日発売 

主人公ギ！Jアン 
ジャンカーに13属 

ギリアン，シードは妻のジエミ 

一とともにシベ1jア探索隊によっ 

て保護されたしかし彳装要された 

ときの2人は、それまでの記愤を 

すべて失った状態であった結局 

記憶の戻らない2人はうまくいか 

なくなり別居する二とになった。 

その後ギリアンは長期特殊訓練 

を受け、その索喟らしい成果によ 

り，ネオ*コウべ'シティにあるジ 

ヤンカー本部局へジャンカーとし 

てso萬となった 
そんなわけで、このssi日から 

ストーリーは始まるのだ，いかに 

もサイメ くーバンク的な土.後ができ 

あがったってわけだね::. 

ジャンカー本部局に足を踏み入 

れると、受付に座っている美人S 
ミカ-スレイトンが迎えてくれる， 

受付の中をいろいろ見ていると、 

ミカと直接話せるようになる：蜷 

しいことにii画はミカのアップ[二 

变わるそ-:,スナッチャーのことを 

聞いているうちに局内に入ること 

ができるようにもなる《ふふん.. 
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•やつばり受付ちゃんは*人に限る。 
秘めポスターに見#えケあるなぁ， 

メカ 

■局長とj舌せは悄報のまとめや榷1方 
Itのアドバイスtしてくれるそ ■■iB 

tジヤンカーが装(iするt*のはTベT 
ここで作られるのだ 

會机が茈んでいるが、テスクワークを 
するこ£はまずないだろうn 

龠どんな情報て-ら5]#出せる7サーコ 

>tュ™夕Tガウティ"がある， 

スナッチャー発見 
至急応援頼む 

局長室でもらったジャンカーカ 

—ドを持ってし11れば、コンビュー 
夕室のマザーコンヒュータ*ガウ 

デイ"が使えるぞさっそく使って 

みようa 

順序はともかく各部屋をくまな 

<まわってからメカニック室へ戻 

ると、メカニックマンのハリーが 

いる！早くアレくださいアレ、 

ってなことで、戦鬪時にf吏用する 

免プラスターをいたた■こう。 

そしてこの後ず一っと行動を共 

にするナビゲーターを紹介しても 

らうのだ。ナピゲーターはジャン 

カーをサポートする分析〇ポット 

センサーとしても使える。そして, 

なくてはならないセーブ機能もつ 

いている。つまりナビゲーターが 

いて' はじめてセープできるわけ 

だ。ギリアン專溪のナビゲーター 

の名前はメタル，ギアだ。 

BX、ブラスターもメタル♦ギ 

iP^ \ _1 
會ゲー4オーバーにならないためにも 

射擊Pl_はしてお：；う* 

アb手に入れ、これでひと通りの 

装1藉は描った.そ二でハリーとう 

だうだと話をしていると、ヒーッ 
ヒー.ンという音とともにジャン， 

ジャック■ギブスンからの緊急連 

絡が入るスナッチャーらしき男 
を追いつめたとぃうのだ。場所は 

M地区の工場跡。就任早々ではあ 

研、ギリアンとメタル*ギアは 

ギブスンの応援に出かける 

駐車場にはジャンカー専用の乗 

リ物トライサイクルがあるこれ 

ならあつという間に到瑭だね 

いきな！D 

ナッチャー【こ立ち向かえない，そ 

こでスナッチャーの首に貧金をか 

け、一般市民の協力をあおってい 

るわけであるsイ憂秀なバウンディ 

—.ハンターとしてランダム，ハ 

ジルの名前が挙げられているのて 

覚えておこう。後で登場するぞ... 

さて.局長室を出る前に、*ジャ 

ンカーカード〃という身分証明塞 

をもらえたか確認しようeもし手 

に入れてないならば、それは聞き 

漏らしがあった証拠丨もう一度 

局長と話してみよう 

局長ベンソンに 
任務を詳し < 闇け 

ともかく本部局長に会って、ス 

ナツチャーのことやらジャンカー 

のことやらと質問黌めにしよう， 

話のなかに出てくるバウンディ 

一■ハンターの存在も確認してお 

こういわゆる貧金樓ざのことだ. 

ジャンカーは特殊な仕事なので少 

人数絹成た■が，それではとてもス 

R-r^； 

iC /1厂メ i G S 
不安定なボディ_がやたらとかわ 

いいナビゲーターのメタル_キアa 

入手したtのをそm; r分析したり、 

敵の存在をキヤツ子したりと、とて 
もよく蒯いrくれるDフルネームは 

メタル■ギア.mk-MSR以降)……。 
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ギブスンはスナッチャーの弱点か何かを摑んでいたらし 

いeまずはデカ部屋を調べるのが先決だ0□ッカー®コー 

卜の中からはチェスの脚が、机の中からは胃薬と5インチ 

のディスクが見つかるc机を間けるには，例の钳を使えは 

いいしねよ一し、次はギブスンの自宅音調べるぞ。住所 

は局長から溯 < のだ。 

信用でぎない人は 
家に入れません！ 

ギブスンには娘がひとりいた。 

名前はカトり™ヌ：モテルをして 

いるかわいい女の子た、そんなわ 

けでカトリーヌのいるギブスンの 

自宅を訪れた。 

しかし、さすがはジャンカーの 

父を持ったた-けあってそう簡単に 

ドアを開けてくれない『本物のジ 

ヤンカーなら父の年齢を知つてる 

はずよ。私の3サイズもね」……じ， 

冗!炎でしょなんて思ってしまう 

が冗談なんかではない、，ギブスン 
の年齢とカトリーヌの3サイズを 

入力しないと寒に入れないのだ。 

でもゲームを進めたければ本部 

に戻ってガウディで調べよう。え、 

面倒くさい？ダメだなぁXアド 

ベンチャーゲームが好きな人間が 

そういうこといってはaでも気持 

ちはよくわかるほんじや教えて 

あげよう。ギブスンは&S激:.カト 

リーヌの3サイズは81, 58、83た 

おお、これUなかなか 

悲報と新たな決意! 
淨彈発見園後、Zナツ 
チャーが嫁:る□ボツト、 

インせクタ_が鐮つt: く 

る。ブラスターを使って 

応ttしよラ 

突然、男の悲嗚が、 
そしてそれは…". 

工場跡に遭き1しばらくあたり 

をうかがっているとエ壤の中から 

男の悲鳴！ギブスンか!？ 

恐る恐る中へ入ると、ギブスン 

卑属のナビゲーターt *リトル*ジ 

ョゾの残骸を発見。メモリを回収 

しておこう。 

さらに前進すると、そこには酋 

をねじ切られたギブスンの変わり 

果てた姿か■■…ここでギブスン 

の体や上着を調べると鍵とメモが 

見つかる。右手から見つかった毛 

髮や皮膚、ギブスンの胃の中の残 

存物はその塌で分析しておこう： 

ん？遠くに2つの人彩がっ！ 

それに時計のような音も問.二える 

なにやらよからぬ子慼。もう一度 

工場内を調べてみると……： 

趣:： 
^■二，- 

11 
life 

•' rそ*後退レ*すJ 
COMMAND, 
ベ：*でf fcr»KS«DませんIt■(㈣句いA号 j 

COMMAND, ”■» 
- 5 .事.，fi.これIt旁J 
^V7V fU, WWftft J 
n9n^fT «とu まtt_4』 

ギブスンは何を知づCいたのか!? 

力部屋を調べろ！ 
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パスワードは 
”家を捜せ！w 

やっと信用を得て家に：sしても 
らえたギブスンは自宅でも、自 

分がスナッチャーを全滅させる日 

は近いようなことを言っていたら 

しいなるほど 

よ一し、それでは家中を搜しま 

くるそ一おおつtこんなと二ろ 

容をみることができるぞ....が、世 

の中そんなに甘くないパスワー 

ドがわからなければディスクが口 

ードでさないのだ.困ったね,ヒ 

ントはギブスンが残してくれたメ 

モ。w家を捜せドと書いてあるや 

つだね確かに今、家の中をいろ 

いろ搜してるわけだけど、もう少 

し考えてみようしっくり手元の 

キーボードでも見な .■から'' 家" 

X サイバーパンク』こめ言葉がい 

fつごろから流行りだしたのか正皤 
管に宽えていませんね。でも気がっ 

辜ぃたら本や映画でしきりにうたわ 

iれていたのTすよ，これがサイバ 
^ —パンクたドってな具合で._恐ら 

% くほとんどの人が、感覚的にはと 

1らえることができるけれど言葉で 

定義するとなる■とsう一む、つま } 
%ってしまうのではないでしょうか 

J では、せんえっながらもサイバ 

4ーパンクをロンドンのクラプシー 

Jンて流行っている音楽だと信じて 
%いる人のためにちょっと脱明しま 

|す。サイパーバンクの舞台となる 

^のは近未来。っまりa世紀半ばか 
fな。そして大切な要素は人間の頭 

S脳がとてつもなく進歩していると 

+/イバ—Vンク講座 
三つ矢サイパー?水サイバイ？ちがう！サイバーパンクッ 

いうこと。超能力もそのひとつだ 

ね.-そして、進歩した人間の〇則运 

が生み出す技術の数々mmm 
りなく人間に近いnボットを作る 

でしよ。するとやがてそのロボツ 

卜は技術を超えて独自め思考能力 

を持ち、人間を襄い.'、お一、 

钸い.nとてか機械的な冷たし、恐怖t 
こんな世界をサイバーバンクとい 

うわけなのです（…よね!?)。 

話によると、今の日本って視觉 

的にサイバーバンクを彷彿させる 

ものが多いそうです。ふ一ん,. 

ア: 
*気羊の夢を見るか1，' 

悉 
れをtHめM■サイバーバンガーになれる！と恩う！ 保li(jで#ない 

にハソコンがこれで、デカ部屋 を搜そうではないかっ！ほらね, 

で見つけた5インチディスクの内 あったてしよ、*家"かっ！ 

ギ智グIffilTC蒙へ/%: 
んつーギャグをとばすなんざ、笑ラ 

前にあされるやら感心するやらe C 

雎一の阅親である父を失ったばか： 

りの女の子が、「アリスのほかにもラ: 

1匹、テレスとい3犬がいたのs P1 

匹合わせ!:アリスiテレス……」なi 
ラい5タイミングのはずれたギャグ 

がときどき出rくるのだDわ一いa 
スンの写真は間き込みをするとき 

に使うのでもらっておこう。 

ギブスンと全く結びっかないサ 

ン.スクリーン、っまリ日焼け止 

めクリームも見つかったa '"ジ3イ¬ 

デ ィ ヴィジョン" という店で规入 

したらしいaふ一むe 
そのほかにも、この家では多く 

を知っていた.彼の死ぬ直前まで 

の足取りを追えば、必ずその何か 

がわかるに達いない:，一体^スナ 

ツチヤーとは？ ギリアンは任務 

を果たせるのか？ 
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撮影•奥山和典 

4月#ブラジルGPにはじまり、 

n月のオーストラリアgpまて全 

世界16力所の有名サーキ'ノトをh 

戦する、フォーミュラ1世界選手 

権(通称nグランプリ）.その第 

1®にあたる日本GPが、TD月四日 

から30Sにかけ、三重県の鈴鹿サ 

ーキットで行なわれた， 

今年で2年gを迎えたI鈴鹿て 

のnの話題はつきない■:.まず、 

昨年地元での優勝をフェラーリに 

さらわれたホンダが、悲願の初勝 

利を手にできるかということ。ま 

た、今年からホンダエンジンのイ共 

結を受けt開mス来1牌以mと好 

調のマクラーレンチーム.そのド 
ライバーであるセナとプロストの 

2人の間て■争われている、ワール 

ドチャンピオンの行方はどうなる 

かさらには、今年て■ 2年目のシ 

ーズンを迎えた、日本人初のn 

ドライハしへロータスホンダの中 

mm..ドライバーの急病によりt 

今回に限リローラチームからF1 

への参興が決定したt F3000チヤ 

Mm 

鈴鹿にエキゾーストノー トがよみがえる 
■ 

•令释は不本sな成N1を残す中蜱i吾-r. 

り1Bわ：f:进Cのfc EかN桐される 

ンビオンの鈴木亜久里の走りはど 

うかなどなどレースを前(こ、あ 

たりは色めき立っているのだ. 

そんな固白いものなら、是が非 

でも取材したくなるのが、好奇心 

なガ編集部.、時を同じく 

して発売された「F-1スピリット 

3Dスペシャルjとrグレイテスト 

ドライバー」という、ふたつのn 

をm材にしたソフトをひっさけ\ 

—路鈴鹿へと向かったはたして 

取材班は、実際のF1グランプリ 

からプ□のドライハ'一の技を盗み 

だしゲームへと応用することが 

できるのだろうか.， 

ツバかブドも 

•スタートを前にマシンのKK繫にI3I1む〆 

カニックたち n tス上{J人で|杯だ 

、マクラーレンホンタのワ 

ムとなつた別年のF1 

rJ。ワールトチヤンヒオン 

けて、僚友セナとプロスト 

トルが' 三重!®にある鈴鹿 

卜で展開されたのた！ 
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i[位nンストラクター 
1 マクラーレン 
E フェラーリ 
3 ベネトン 
4 :mゥズ 
5 マーチ 
G ロータス 
7 ウイ1」アムズ 
日 テイしル 
9 リアル 
10 ミナルデイ 

_位ドライバー ポイント 
ID N*マンセル 12 

II E * ? ーメて一 5 

!1 M •グージエルミン 5 

II ij _ パ™ マ_ 5 

M FT■パトレーゼ J\ 
15 A •デ•チェザリス 3 

SS 中峨悟 1 

16 P*マルティニ 1 

チヤンヒオンが:夬まるというわけ 

tz：また、チームごとの年問順位 

を決めるコンストラクターズ部門 

もあり、こちらはマクラーレンが 

チヤンヒオンを決めている 

ワールドチヤンピオンは誰の手 
_ 

一戦一戦で順位が確定するF1 

グランフリだけど、年間を通して 

のIMo.1トライバーに与えられる、 

ドライパーズワールドチャンヒオ 

ンというタイトルもある前にも 

チラッと曹いた、セナとブロスト 

が争っているのがコレた‘ 

ドライバーにはレースめ結果に 

よって，T位から6位:まで、それ 

ぞれ3、し4, 3、2、〗のホ 

黎3こ 

イントが与えられるこれを合計 

して争われるのがワールトチャン 

ヒ'オンなのだけど、nでは有効 

ホイント制というのか取られてい 

るつまり全1&戦のうち、ホイン 

卜の高い11戦をビックアップして、 

タイトルが争われるのた 

鈴鹿を前にしたホイントリーダ 

—は7クラーレンチームのフC3ス 

卜しかし〗位6回、2位6回の 

彼は、f憂勝しない限りホイントは 

噌んないこれに対し同じ7クラ 

—レンのセナは，〗位7屈，2位 

2回、d位と6位が1回ずつ。も 

し鈴鹿で優勝すれば、オーストラ 

リアGPを前に、セナのワールド 

驪位ドライバー ポイント 
1 A +プロスト 84 

A +セナ 79 

G *ペルガー 36 
丁，ブーツエン E5 

M •アルボレート £4 

N *ビケ 16 
□つ—ウィック 15 

卜カペリ 14 

A .ナニーニ 93 

E 
3 

4 

5 

6 
7 

B 
3 

中的に紱く巳人目のS本人ドライバーとして、 

F1に#Mしたのが鈴不亜久里。今回はローラチ 

-ムのドライパー、丫-ダルマスの体調不全®た 

め、レース直前fこF1への#戦が決まつたがv采 

期はヤ7八がエンジンを供給するvザクスビード 

チームでの全_エントリーも.薄される■> 

GREATEST DRIVER 
■T&Eゾフト MSX2 

JMm (2DD) 

画面を上下に分割し、£人同時 
のド迫カプレイを司能にしたのが. 

TSEソフトの^クレイテストド 
ライバー(通称GD)」。最禺速度 
300キロを才ーバーするスピード 
感はv美際にF1のコックビット 
に座ったよラな気分にさせ 
てくれるs 
このゲームがシミユレー 

卜しているのは、今年F1 

が行なわれたのと同じ全I白 
it>パーツセツテイングち 

自由にできる，オートマチ 
ック■の設定になっている 

ので、ドライビングに粵念 
できるのがイイ。 

t匕_シッと決まったテモ困面 「1気 
分をいやかおう[こL袋りあけてくれる， 

• ^ -仍Uがとつてもリアルな(7>プ 

r-F-lSPIRIT 3DS^ECIAt 
画パナソフト/コナミ MSX2 + 

6,800円(2DD) 

今話賴のM S X 2十等用のソフト 

として登場したのがrF-丨スビリ 

ツト3□スベジやル』だ，谷種のパ 
—ツ1zツチィングが可能なことは 

もちるん、ギアち初心者问けの才 
_トマチックから、より本格的な 

t背最もなめらかに裼スク□—ルしていく. 

* MSX2十め自然®表示愣砘を-M用した 
デモ画面たnマシンの質睜もイイわ 

マニユアルまで逸ぶことが 
で芒る& 

ブレイできるのはG□亡 

同じF〗金16戰。コースの 

起伏も忠実に再現されてい 

るぞ0また、コナミから発 

売されるマルチブレイヤー 

ケ_プルを使えば、£台の 

JVISXS+をつないで^人同 
時プレイも可晓になる®だ£ 

MSXゲ—ム徹底解析 

コンストラクターズボイント 

ドライパーズボイント晒1棚まで 

£ ny PL 0 O OU 7/ B 5 3 
6 6 3 2 11— ン丨 

ボ 
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mr 

FIグランプリを勝ち拔いてい 

<■1二は、さまざまな要素が閲係し 

てぐるもちろんドライパー自身 

のテクニックか卓越していなけれ 

ばI良い成績は残せないけど、そ 

れ以上に大切なのがマシンのセッ 

ティング，それも、エンジンから 

ボディー、サスベンシヨンと、すべ 

ての面においてベストの状態であ 

ることが要求される:， 

たとえば，昨年のワールドチャ 

ンビオンであるピケが、今年はバ 

ッとしない理由はマシンにある.， 

彼が所属するのはD _タスホンダ 

チーム，今シーズン絶好調のマク 

ラーレンと同じホンダエンジンを 

WING 
3CfOキロ以上のスビードで走るマ 
シンを、路面に押し付けよラとする 

のがウイング®役角®を]!てれ 

ばこの力(ダウンフォース）は強くな 

るけど、それだけ银鬲速垣は遅< な 

るし.タイヤに与える铉担も大き< 

なる。直線でリードを稼ぐならウイ 

ングをねかせ、コーナーで勝負をす 

るなら立rr設定しよコースに 

応じたせッティングが大切だ 

國IMl 
♦ 30スべシャルの面面。角度に応L:T 

ダウンフォースが変北していく... 

積んでいながら、どうしても勝て 

ないのは、マシンのセッティング 

がうまくいってないからだ。 

これとは逆に、エンジン性能て 

は明らかにターボに劣るNA (ノ 

ーマルアスビレ，シヨンの輅夕 

—ボなどの過吸沉がない、自然吸 

気型のエンジンのこと）勢が、上 

位入筲をはたしているのはtひと 

えにマシンのバランスがいいから, 

ベネトンやマーチといったチーム. 

のマシンのコーナリングスピード 

は、ターボエンジンを搭載したt 

のより速いというP 

それでは、ゲー厶においてどん 

なセッテfングをしたらいいのか 

ど一んと解mをしてしまおう， 

ENGINE 
W： 

#こちらはGDマシンにあたる空気の 
流れの変化がよくわかるね. 

ターボエンジンが発生する锻大 

パフーは60011力以上aこれに対 

しNAエンジンは、100馬力程度 

下固るといわれている。これが昨 

年はターボはなんと1,000馬力以 

上でI NAとの格莲がつきすぎT 

いた。そのため今年は、ターボ© 

過吸任を匕5パールに制限&さら 

に'09年からは、ターボは一切廃止 

されることになつている。 

また夕ーボエンジンでは，燃料 

がきびし< 制限されるなど、NA 

に対する谩位を少しでも縮めよ5 

といラ试みがなされているsその 

ためベネトンやマーチなど、NA 

でありながらマシンセツテイング 

に優れるチームのマシンが、上位 

に入霣することも少な<ない0 

とはいつても、やはり夕ーボパ 

ワーは魅力的。3□スペシャルで 

tGDでち、状況が許すかきり夕 
ーボエンジンで戦ってみfcいね& 

1^^ 
■エンジンのトルク投定もて-きるの 
が3Dスペシャルのウリ.. 

曾GDではレースに膳っていく £ ?- 

ポエンジンが使えiようになる， 

より速く走るためのセッティング BODY 
現在®FIのボディーはカーボン 

モノコックPスベースシャトルなど 

に使われているのと同じ、被くて丈 

夫なカーボンを使い、ドライパ_を 

包み込むかのよラな1継ぎ目のない 

一体根造で作られている9そのため 

曾なら死に至るよろな學故rも、裔 

外とドライパーは煎傷ですむことが 

多い9安全性が消したといラわけだ。 

そんなマシンのボディ_を選択で 

.再而の左Tじ、ホテir_にWする綺 
かいデータが表示されているi 

きるのが3□スペシャル。搭Kする 
エンジン（ターボかN Aか)に応じて 

選んだ0、自分の好きなカラーリン 

グに変戈たりで吉る 

ちなみに上の写!!では、 

赤と0のマクラーレンを 

選んでみた:^コンストラ 

クターズチャンピオンを 

手にしたマシンなら、速 

く走れるかな7 

mw 

*v» 

f ■ 5音 
ii HST TIMHO1 

fUHil 
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MSXゲーム徹底解析 

ポールポジションはセナが獲得j 

-------■ 

注百のセナとブロストのワール 

トチャンビオン争いだけど、1〇月 

2ZB, 29日に行なわれた公式予選 

でセナが1分41秒853をマーク 

決勝レースでのホールホジシヨン 

を獲得したブ□ストは15H2秒 

177でセカンドポジション以下、 

ベルガー、カベリ、ヒヶ、中嶋 

とくに中規は、同じ口ータスホ 

ンダのネルソン*ビケと〗000^^0 

1i秒までIまったく同じタイムの 

そして，いよいよ決勝レース. 

ワールドチヤンビオンにいちばん 

近いポジシヨンからスタートした 

セナだったが、下の連続写真でも 

わかるとおり、完全にスター^卜を 

失敗、エンジンをストール（エンス 

卜）させてしまい、お手上げの状^態 

となったこの間にいっきにM位 

近くまで転落誰もが予想だにし 

なかった展開で鈴鹿F1グランブ 

リの#は切つて落とされたのた V 

1分4 3秒的3で29日の予選を走り 

技き6位からのスタートとなった; 

•マルホUの〜をなひ 
かせ，8 iリカメラを 
Wえる午マ-.て旮ね 

天候やmi路囿状態によって夕 
イヤ01択は®要だ踏れならば、 

スリックタイヤ、_ならば、レイン 

タイヤを装邈することはs5までも 

ない。問遇はタイヤのコンパウンド 

mm)aソフトコンパウンドならば、 

タイヤのグリップカは上がるが、そ 

の分、哚耗も早いことを忘nずにq 

■ 3DスペシャルTU*スリックsレイ *GOT{J, ft FまTの？イヤめ中か 

>タイャともきめ班かく位定て，きる. ら選択する方式を取っているのた， 

» *1山の人たかりとは 

のことr万人以上の人 

か鈐既にF1し莕セためた 

タイヤウ-7—T夕嚐ヤを 

:运め，スタートの}iffM!を衿つI 

F卜GF3は八イテクデータ戦だ! 
- 

F1マシンにはコンヒュータが 

搭載されている,これは特別なこ 

とても何でもない,：すでに一般車 

でも锻子制御の燃料喷射システA 

はあたりまえだ,、爾子制御，つま 

リコンピュータによって、走行条 

件^エンジンの回転数に照らし合 

わせ，そのときいちばん適切なJ 

度のガソリンをエンジンに送り込 

むシステムだa 

しかし、この適切な、という二 

とが難しいサーキットによって 

iiってくるのは当然としても、そ 

の日の天候、気温、路面温度、ド 

ライバーのクセによっても違って 

< ターボ車は150リフターのガ 

ソリンしか搭載できないという規 

制があるから，燃費t重要になっ 

てくる。 

それらのデータは、ふつうのコ 

ンビュータと同じく、ROMのかた 

ちでF1マシンに搭載される.その 

ため、各チームは專用のROM害き 

換え機を持つているとi、われる， 

脅レース怵张をワーフUTリアルタイム 

にネノトへ軒送す6，すかやみラるさん 

さらに最近では、RAMが搭載され、 

コネクタによって、直接、ビット 

にあるコンビユータとデータの受 

け渡しができるマシンもあるらし 

い.まさしぐ1000^の1秒を争う 

nクランフリカ、ハイテクノロ 

ジーを駆使したテ_夕戦争と言わ 

れるのはこのためだ. 

•各ヒゥトには，コンヒュー？か!SH? 

亏.ソフタイムな£'^1*稗をS示する 
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禁鹿 キット 
シケイン 最終コーナー 

サーキットを少しでも速く走ろ 

うと思ったら、サーキットを知る 

ことが肝心cここでは，F1日本グ 

ランプリの舞台となった、鈴鹿サ 

—キットを斤してみよう 

鈴鹿ザーキットは、F1グランフ 

リ開催サ_キットの中でも唯一、 

立体交差のあるサーキット東西 

に伸びたコースは東コースと西コ 

ースをつないだかたちをしてぉり- 

_ 3 DスべシvルU转のストレ-トカ+ら 

S令庇ラントの抖览屯なども見えたりする 

メインスタンドからは、コースめ 

全容を見ることができない 

1周5.85943キ〇のこのサーキ 

ットを熟知していれば、::F-1ス 

tリツト3Dスペシャルjやfグレ 

イテストドライバー,iをフレイす 

る上で、必ず役に立つことはまち 

がいないじっさいのサーキット 

を頭に思い浮かべてイメージラン 

ニンダするのだ 

スプーンカーブI 
コーナ—を上から捃たとぎ 
Xブー:/のかたちに似てt、 
ることから1スプーンカー 
プと畔ば:n^cふたつのコ 
—ナーをひとつのコーナー 
亡考え.立ち上がり苞m視 
しtラインどりかべスト^ 

形げコーナーへの突入スビ-ドを 
仰戈るために設ir snたコーナーa 
I3URを抜け乙きたマシンはここr 

1逆まrシフトダウンD子して、 
閟終:j_す一，ホームストレツチ 
へと加速してい<0ちよラと、3— 

ナーのかたちが三罔で®ることか 
らトライアングルとも呼ばれる《 

シケインを— i;沿キロで该けてき 
たVシンは.この^1「」™®碎コーナー 
で2速，3速，4達*一とシフトアツ 
プ，程い下10坂をホームストレッチへ 
向けてフル加诛してい < のた、 

ヘアピン 
立体交差の下を<<0祕 
け，蛏<右にカーフしt 
ilOFIを抜けるとヘアピン 
だ《萏ドライパーのライ 
ンが交®するためSいち 
ばん攒触隳放が起こ0や 
すい令ブしーキングボイ 
ンSをつかん15こう。 

1200R 

デグナーカーブ 
’Fり坂のあとに] 5Rと的R0小さな力ーフが 
短I神をはさむよ5にして速锊しておと 
すれんここは，何度も走9込んで、走行 
のリズ厶を体.で链えるしかないe 

バックストレッチ 
ザーキントごとにあまり 

拜项が変化しないので、ち』づと淋しい 
粜コースのホームストレツチと逝んでt西コースには求 
のストレート亡坪ばれる，，パックストレッチがある。 

勝負を左右するピットワーク 
■ 

レース中の燃ネ科甫給やタイヤ交 

換、また、なんらかのアクシテ’ン 

卜によってヒットインを余儀なく 

されることがある 

マクラーレンホンダナー厶のヒッ|■地!^ 

匕./卜での作業中もレースは続 

いているわけで、ヒット7— クの 

早さがレースの勝敗を左右してし 

まう二ともある.し-)さいのFTク- 

ラン プリで、 タイ ヤ交換イ乍光【二か 

かる時間は7 8秒ここでも1000 

分の〗秒を争う戦ぃがヒットクル 

—{二よって展開される 

いずれにしても、いちどビット 

インをしたら、タイA□スをまぬ 

がれないマシンを壊さないよう 

に走るのもトライパーの蜿なのた 

という二とを肝に銘じてお二う 

FU；i TeievisioN fJp 
【虞,."？ VV_ /"//W.r"， 

cmic CtPfK CPfllib CIIJIC CiritE 

■ちjうと.グランドスタントから守.た 
■tうな，3 Dスべシrルのヒット被衆 

飆叶年のワールI■ナr >匕 

オン，ネルソン，tケは糾 
咽でリタイアしてLまつた 

* ちらは、0 D(T>t -j卜の枝子トラ 
<バ_から見た視点て汲示3れ6のた 
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—ルドチャンヒオンの座に一歩、 

—#近づくのだ. 

世界に数えるほどしかいない、 
t 3 Dスペシャルの农彰ン——龄的n 

-ナーT坫かれ T 315； £=4 ■ T L j ■ h 
會L . ?いと间！..く.,》■ >ヘンのかけ合 

いをWるこ 'てがて5るG 0の條ノーン 

YaatirT r!sct*d fit!rd 

1ホームストレッチ |1〜2コーナ 
MSXゲーム徹底解析 

グランドスタンド前の费い臁«u H躍ならh 
時透加(iキ□.を辟えるスピードに‘.tする。 

■- _ 

時遂3U0キロを越えるスビーKからいっ 
5に減速。I oon®rft1コーナー<^l飞r 
の弟pコーナーに飛び込んでい アクシデントは突然起きる! 

■-—-----1 
L9 ...Sへ 

:i絡，. 4 

逆バンク 
じっさいはフラットな路闹なのだが， 
s辛を该けて告たkライ八一にはアウト 
m(TMm^<周.えるところから逆八 
ンクと啐は‘れる。スピンに注？！^丨 

第し免三コーナーを抜けたあと、 
左.s.芹とマシンを¢9かXす 
s字コーナ—に入る•男•由eは&:?【’ 
で篼2コーナーを抜けT 3速にシ 
フトアップ。3迚をホールドした 
まま％アクセ.ルフ_クの*でS7-'コ 
—ナーをク1」ァ_していくa 

T€呼參議 

f：&Sらしい走りを見せたクラン}■ス9 

f b V,.，ンを埼りるカヘリ 

で素哨らしい走りを見せていたイ 

ワン■カヘリ，〗7周めには、フロ 

ストをお？；Uほんの一Siではあ 

るにせよ、トップに跋り出たし 

かし、その後、突然の電気系統■の 

トラフルで残念なからリタイアと 

いう結果になってしまった 

S字コーナ 

(JiiiigratiilatHHis SEMA 

ti^ ^佐山祀典 

I 
最後は華麗にシヤンペンシャワー 

■ 

過酷なレースを走り抜き、チ！： 

ッカー7ラッグを受けることは、 

nトライパーにどって最高の時だ 

さらに、3位まて【二入れはN表衫 

台が待っている 

知ってのとおり、nグランフリ 

は1戦ごとに、6位までのマシン 

にドライバーズホイントが与えら 

れる1故]戦を確実に走り技 

いて、表彰台を固指してこそ，ワ 

F1ドライバー表彰台に立てるの 

はその中でも、とくに選ばれし者 

だ鈴後は華麗にシヤンべンシャ 

ワーをキメたいね 

會H.な直い上 

けで，見事トフ 
フて’ゴールイン 

Tる.A 1 tナ 

ij 

鈴鹿GP RESULT 
1位 A 'せナ（マクラーレンホンダ） 1時剛分_173 

巳位 A *プロスト <マクラーレンホンダ} 1時間33分3刪6 
3位 T ^ブーツエンtベネトンフオード） 1時分0?秒部2 
4位 0，ベルガー（フェラーリ） 1時間3d分犯秒洲7 

5位 A ■ナニーニ（ベネトンフ〆ード） 1時籾3d分56秒77K 
©位 H *バトレーtf {ウイリアムズJUDD) 1時間35分03秒7昍 

7位 中C语（□ータスホンダ） 1周遅れ 
腿 鈴木瑕欠董（〇—ラフ;Tード） 3周Sれ 

-ハ —12め.CJt 

-.コ丨ルイA1- 

MSXヶーム沏成料极109 



あの不朽の名作ゼビウスがMSXEで登場。空前のヒッ 

卜を生んだゲームセンター版の全18ステージを完全移植し 

た"ミッションリコーン"〇さらに、ファードラウトの謎に 

迫るMSX2版オリジナルの最新作”ミッションスクラン 

ブル"を加えた、超豪華2本立てビウスが発進だ！ 
■ナムコMSX2 fi,8⑽円（ROM) 

新たな戦い1 

AC2000年力'ンフ率いるゼヒウ 

ス軍の地球攻略が始まった地球 

防街It携は、ゼビウス軍の高度に 

発達した兵器の前になすすへなし 

ヘルーを中心とする南アメリカ大 

陸の全域を占拠？れてしまった 

そんなとき、銀;可系の中央(二位 

置するユーコニードル星から非有 

機知I生体シオ’ナイトが地球に夕 

はじめに、ゲームセンタ_の完 

全_坂である6ミッションリコ 

_ン*をブレイしてみよう 

ソルバルウに乗り込むと、懐か 

しい感動が蘇ってくる対空用H 

粒子ビーム'^ザッパー"や対地用光 

子弾ランチャー'^ブラスタ ーの装 

備もそのままだ.， 

はじめて/ゼビウス.をブレイす 

る人はもちろんのこと、ケームセ 

ンターで遊び込んた'人も感動を新 
たにフレイしてほしい 

mmm 

Jik -t- 

L£lV3¥tI UM m 

IHE M GVIT 3. n* 
et-13 m 

1 CSP 迤tffi III! 
VlllTtl 

BEAQ4IT 

man m^EiM mm：m 3i so 

■対穿用莜扣子ビーム砲*ザ•/ハー—とM 
光子w —プヲスター〃を佛え冬 

イムリー7してきfこのだ 

銀河の®;識ともいうべきナィト 

族は、ガンフか発生したときから、 

その異常な知力に注目、同時に彼 

か宇宙の柄ともいえる邪悪な存在 

であることを感^]していた 

南アメリカ偵察任務（ミツシヨ 

ンリコーン）はソルノゞルウの活腿 

によって成功に終わったしかし, 

ゼビウス軍はさらに強力な兵器を 

地球に送り込み対抗してきた,. 

この間、地球側も手をこまねい 

た:屯戦翻機、14ガンフミツシヨン* 

の開発に成功した 

そして、ゼビウス軍の再度の侵 

攻に対して緊急出動（ミ_/シヨ> 

スクランブル）を発令した新たな 

戦いが今、始まろうとしている。 

地球防後f機構はシオ.ナイトの 

協力を得て、唯一、ゼビ7ス軍に 

対抗できる、超宇宙戰劉檄〜ノルバ 

ルヴを建造U地球の運命％塯け 

て出轚したのだった 

ていたわけではなく、ソルハリレウ 

の増強を図り、新たに'^/ルグラー 

rと*ゼオダレイ〃と名づけられ 

た超宇宙：1糊！機を建造さらに、 

これら3機のもつ檢能を合体させ 

會新たにをもくろむtビウス-+ 

のte.隊こnを阻止するムめ免f. 
■J3■ン 
ェリァ1エり： 
ミツシSTンリコーン奄選ぶと、 

mmm bgmに设っでゲーム 

がスタ_卜？る0ゲームゼンタ 
一で遊び込んだ人ならtソルの 

位涵やスペシャルフラッヴ<m 
1を锊えてuると思ラs 

そ一rない人は，プラスター 
の照準に注目s _準が赤く点灯 
したら、そこにソルがある■空中の射をザッパーT倒しつつ• Mil 

上施设をブラスターで陂壞するのだ 
ユキゃラの元相，Vンドアジェネ 

シス’中心EPのコアかユイ■ンの鹄点 

.レーダーなどの地上梅:戌を破£JH. T 

Bit.竹いは有利になるのたが 

ilfcHl mm 

曾二IIがスペシ，■ルフラッグ，出現 

位茁は不足取る£ Vルパルウが1UF1 

ブラス9一を贫って、隙れて 

いるソルをニヨキニヨキと出現 \ 

させるとさらに破壞？ ^ 

ると？—000点た、脔得点を梠ラのし 
な6ソルを出■させるだけでな 
く、確実に铍壤しよラeそれと、| 

スペシャルフラックもどこかに 
隠れrいる。これを取ると自概 

0ソルパルウが1UPするa 

110 wsxゲーム馓联斛祈 



エリア5 エリァ8 

エリア5に入ると、空中キャラめ 
攻V(1—段と，的しくなって < るめだ 

*こんなと：：ろにb yルが餘.れtい 
?； vルの位aはすべて聳えよう1 

•ドモグラムが円を描くよす!こ動い 
ている通称.トモグラムめ&抽リ 

エリア5になると^とたんに赖 
の攻城がきびしくなるPドtグラ 
△などの迎を吐き出す地」物が匝 

面に出瑪したら、弾4バラパラ0± 

き出す前(二早め、早歌叩いて 

おくことが玟略のコツ。 
とはいつtも1ゾシーやタルケ 

ンなどの空中キヤラが執よラに攻 

めrくるので、他上ばが〇にかま 

つていられないcこれはシューテ 

ィンクゲーム全般彳こいえることだ 

紙敵©弾をよけるに.は、円を描 

<よ3にするべレ*たいていの敵 

キヤラは、そのとき自機がいる位 

SSfめがけて弹を辇つてくるからだP 
先手必勝と円を描くよラに敵や 

弹をよけるaこnが®本だねe 

tあぬ有名なナスカの地上•辁も宪釐 
なかたちで見ることができるめだ 

ェ■」アid mz 

tエリア13の後丰ソシーのパック 
T?vクが一段ときびしさを增す. 

さあ、仟務完了は巨の前だ。し 

かし、做の攻擎はさらに激しさを 

埔しIこれでもか、これでもかと 

趋つてくる。 

Xリア13では、ソシーのバック 

アタックに注思しよラpエUア34 

ごは、あのアンド；？ジIネシスが 

2機も登壤する。はじめのアンド 
アジIネシスは比較的カンタンに 

倒せるが、2機Sは、ギドスバリ 

才の攻擊をかわしつつ、倒さなけ 

ればならない0 

エリア15、エリア16はゼビウス 

軍の般後の防#へ夕魏 

路法云々よ0も、攻擊パターンを 

把握して、あとはtキミの酚物的、 

自己保存能力にたよ■るしかない。 

miエリアIn 

倉エリアaでは.立て铣けにアンド 

アジ：Lネシスが£堞彳，登場するのた 

*エリア〗5の游大のI1IV1ジアラが 
_アラレのこ■•£《科を学ってくる. 

■.まさに地上と空からの姑攻嘩めX 

リア他.任務充了はSの前なのず；； 

MSXゲーム徹底解析 

エリア9 111111117Tエリア12 

售ソシ—のハ'ックアタックをかわし 
つつ，ガルテjータを诚哦する仍た 

■上下4本ずつ、合計6本のツルが 
嗯れてい* 窜ち逃しのないように 

き被獲不瞄のバキユラが邪阐になつ 
て思うようI二#觔さがとれないのた 

_ガルサカートの攻幣をかわしてし 

アンh•アジ;tネシスが待っているf 

エリア9以勝、さらIこ玫擊がさ 
びしくなり，ひとつの山壩となる,| 

ェリァ9に入り.ギドスバyォ、_ 

ソシーの猛》をかいくぐると、シX- 

オナイトがやつて来る。シオナイ 
卜はキミに危険を知らせにやって 

來たのだ。シオナイトが•結合して I 
飛び去ったあと1ガルザカートが 1 

音もな<スーツとやって来て、突 

然、八方に弹奄さ< 裂させる0 

ガルザカートのさく裂強には1 

ふたっの誘薄弾が含まn rいる& r, 
この誘墀弹を逆にラまく誘溝する 

と自機のまわりをいつ亲でも回 • 

D域ける。誘導彈にザッパーを当 
てるとmm点iこなる。これが世に _ 

いラジェミニmmとい5ヤツだn I 

こうしてミッションリコーンの 

任務は達成された.，えっ、また任 

務は達成されてないって？ がん 

ばってちようたい，あぐまで、ミ 

ッションリコーンは、二れに続く 

ミッションスクランブルの序章に 

しか過ざないのたから 

思い起こせば隠れキャラの元祖 

ともいうべき、スへシャルフラ1ノ 

クやソル、またアントアジ:rネシ 

スといったボスキャラをはじめて 

登場させたのもゼビウスたった 

つまり，いま巷に汜濫している 

シューテインダゲームの原型を作 

つたのが、このゼビウス.なのだ 

■ゼビウスは、MSX2以外■にも、 

いろいろな擠極に移植されtzf)\ 

はっきり言って、二れまでのどの 

裱神よリも出来がいいと断言する 

次ページでは、いよいよMSX2販 

オリジナルの新作、ミッションス 

クランブルを徹底解析するそ 

MSXケ_ム徹底解.妍111 



t馭るとT,000点のポーナス亮裨 
点には欠かせない存在て■ある“ 

ボ~ナス 
jHnPMP*rnwTi?=TTT^iT 卜••” J”.，i"r，"r-,"i "I. 
hdi ll|dilWi HF4MtfwiN 

• "”...I. ii.ill叫 中 «M【ll•墓■ 
IIMilMI*s»*|ia!|W!P'H' 

0HI 卜H •卜片I 

|Uir-i|isiln-iiii-il 

i* IHIIpIII-^IIHHI 

iHii.iil.ili.ll! 
iMiiuii.iimii 

IMIIHIIIMII*-"*' 
l»4llrll|Hlli-cll- 

»|IHI 

t amの押がa期でさs■ようしな 
る，aり.がたいアイテムだ. 

兼闽面上のmが一掃ざれ* 
想れているソルも現れるのた‘ 

ワイドブラスタ ルド 

會ブラスタ範囲が約4倍 
に祗大される...ぜひ年に入れよう 

*0槪にシールドがつく 翳大 
枚まで装*可能となている 

生産テーブルでの割柿選択は 

もう濟んだかな？ それぞれの機 

体の特徴は上の解説でおおよそ把 

掲できたと思う.しかし、もう一 

度各機体の性能を考え直す必要が 

ある優れた装備の機体がヶーム 

[二有利とは限らないからだ 

最大の攻犁力を持つたガンプミ 

ツシ3ン谣初からワイトザッハ 

112 MSXゲーム徹底幣析 

一とバックザッパ—、それにワイ 

ドブラスターを装備していると 

二ろが，機体が大きいため麵の攻 

背、とくに中盤以降て_はこの機体 

め大きさがネックとなってしまう 

のてあるそのうえサッパーの連 

射効率が悪いのはいたい，このこ 

とから、初心者向けのように思わ 

れかちなガンフミッシ3ンは、栗 

外上級者向けの機体といえるのだ.- 

それにくらべ、ソルハつレウやソ 

ルグラードは、標準装こそあま 

りパツっとしないが、パワーアツ 

ブアイテムにより，ワイドブラス 

夕一やシールドなどの装啬によりV 

予想以上の操作ができる，接い目 

て-見るとこれらの樺侔のほうが有 

利なのだ 
FuTlTi 

ミッション スクランプル 
ミッションスクランプルを選ぶと 
翻こゲームモードにはい6前にt 

生歷テーブJいとい5作業をしなけ 
ればならない。この作某は，d神頷 
bる磯体の出攀№4あらかじめ設定 

TStのであり，このゲームの紱大 
のボイント亡い-1ても過3ではないC 

これらのd咪体はぞれぞれ咬ザパ 
ターンや移时スビード、それに1UP 

tるために必匯なスコアち遑一，てい 

る。ソルパルウ以外は海初から攻臀 

力が•バフーアツ.プしrいるtめ、と- 

の惙体を生理 すればいl \のか悩むと 

ころだろラr，はじめのラちはすべて 
0俾体で倒埏もプレイしrみr、© 

分が一播プレイしやすい瞅体を多く 

Ltrるといいよラだe くれぐれも 
愤屯にmmるよう心がけたいe 

會4彳中沐の懺体が待代している牛彳ナ_ 7 
ルの間j而一拟幼架的と思bわる锒汴は， 
前方への攻幫にifれ、ハ•ワーアップアイテ 
ムによる玫轚力抗大:め可能性を多分に_ 

てはないだろうか 

IH 

'- 
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IVISXゲーム徹底解析 

ミツシ3ンスクランフルのフィー 

ルド(地形)は、全体的にリコーンと 
変わらなLW地上娜跳とぐこ 
ソルが埋められている塚所などは大 

きく変更されている&まプニ八■ウー 
アツプアイテムは.ソル以外の地上 

物を破壤するとと苎どぎ出現するよ 
ぅだpしたがって，ソルバルウやソ 
ルグしードなどでプレイしていると 

きは、地上物を破壊したあともぼ一 

っとしていないで出堀したアイテム 

にもmを配るよラにしよラe 

敵の攻摯は前にも塯し'c激しく、 
その玫货方法も多蝻多棣だ褪本的 
な必勝法である先手必勝のほかに、 

出現するタイ5ング苍計らなければ 
破域できない敵に注群すること。 

•好水稚は水上に現われたときだけ 
破嫌可掂タイミングが大切た 

ェソアの中盤に差しmかると、茜 

通®敵よ1aも一回〇大きな敵が現わ 

れる。たいがいはザッパーで破壊r 

きるのだが、唯ーフラスターでしか 

倒せないものがいる□アンドアジェ 

ネシスを小さくし/こアンドアジェ 

ネシスJrがそラである。こ_の攻 

鲅はすこぶる激しく、装甲も硬いa 

やられないようによけでいるだけで 

稍一将なのだが、旱<破mしないと 
もう？a出現する屬合もある。そう 

なつてしまうとS隶つたく成ずすべ 

がない。璲悪のm眧となる的に、こ 

こでは皁萌破哦0要求される6もち 

ろん事前のパつーアップは不可欠だc 

tたくさんの饵をまき时らす拦大 
なゾシー落ち靥いて对魍しよう 

書サッパーを吸収する_を放ウ緻 

たスキをついて攻擊rる二i 

參アノド尸ジ2ネシスJrのブブル攻轚 

[二は、嫌密な揲作が要东5s hるのた 
_早く破壞しないとhほかの小ボスが 

出規してしまう厳しい展閒た' 

ゼビウスで登場する最大のftL 
アンドアジ：Tネシスも強化され 

たココアにはシVッターがつき、 
外邸か6の攻斯を防けるよラに 
なつた。とはいえ、このシャフ 
ターは壤則的に開閉し05〇、 

.開いたときに攻觖される亡さ可 
がに9 X _ジを贷ける永3だ。 

相手の弾をかわU聞台し\をIt 
つてプラスターをコアに命中さ 

せる亡、破觸で者る0 

そのほがにも、バキュラべ一 

スなる运大强明も新たに作られ, 

何枚もめ/ゞキュラが自赌奄供う 
のだ。そレ-ここの後に待ち受 

けi(あのはいったい*…3„ 
•ク”ァーを柷榀Tるエン子fンク圃 
油Iしかし，この六角形の赉诔とは？ 

•スクランフルでaHアンドアジiネシ 

スも強化されている以前u dつだった 
アルゴわ8つに改造？ nvコアにはシャ 

：■■夕一がついたう.i く射め彈旮f U抜 
け.-.v ;‘夕一が聞いたところを姐;t : 

_バキュ专ベースゥ連中が+Jがれた 
後Iフラスタ-て攻轚す6のr- 

•コァが3つむある興後の財た w 

たして.があるのか， 



いよt、よ戻らずの塔へ! 

ガルマの鍵を手に入れ、石板もすぺて巡った。成長 
して姿の変わ9果てたモンスターたちは、ついに戻 
らずの塔へ進入する。中で待ち受けrいるものはI? 

戻らずの塔すぐ近くに見えて に目を通し、宇宙船てガルマめ㈣ 

いなから*なかなか中に入れなか を手に入れることたあとは、增 

った科の建物.中に入るために必 内で綱rるであろう手強いエイ 

■プレインクレイMSX2 7』800円(2DD) 

ンスターを成嫉させよワレベル 

17て合体できたらそろそろ大丈夫 

合体する際、防具を身につけら 

nないモンスターの場含は、身に 

つけられるモンスターと合#する 

ことが大切特二ルゼフ7— 

マーを身につけていれば、容易に 

殺られることはないので、ゴブリ 

才…ク，スケルトンとの合体 

がおfすめた'よ 

■職嗜^繼奶崎霸_| 要な条件は、108つの石板のすへて リアンたちとの戦いに備えて、モ 

n階^恐竜の時代 

MAP内記号のみか® 
ドア. 

階段_ 
スターh... 
イベント部屋…… 
メッセージ，. 

鍵の部屋…………' ^ 

落とし穴"…”.………■攀 
弓矢. 
春ガス…….一…® 
帛り 井• -p ■ ■ • ■ ■ ■ ■ ” fc * *+ ’ 
ワープ…-……………卯 

1•入jj 口 eょ.石細rmさされている 
ガル7の鍈を使1•て，いよいよ中へ*- !■ 

各階のホイントは3つ壁に窬 

かれたメッセージ、谢を進イ匕させ 

てくれる键の部屋、そしてir実の 

歴史を映し出すイベント部屋た 

ここ1階では、恐竜が滅びた時 

代の輿実の姿か明らかになる米 

河期によって絶消!したとL、われて 

いる恐竜たちじつは、彼らは滅 

Uることを自ら望んでいたという 

獲て起きるたけの単純な生活のく 

り返しに堪えられなかった彼らは、 

天変地異に見舞われる二とにより、 

希望诵リ滅びることができたのた 

そして、この時代.の生き物が字ん 

だものは、"空しさ-1■であった 

# 切内 
なからIf! _卜に说んでL 

詹發t二atかれたメ ,■ u_シは.e桃 

知らされる？！?.案の®史を咕.1:してい乙 

« V >Jkf,しt生さることに肫れた 
怒承た％ LU自ら碱ひも二とを布边U / 

_天か彼ら仍轴い 
入れ1 V' 

t 中.純なw日 

114 MSXゲーム砒版射斗.h 



MSXゲーム徹底解析 

め匕 

こ二は、人類が生まれてからか 

なりの時が流れ、神という存在に 

人類.が賴りきつていた時代だ 2 

階で紹介されるVアの方舟〜の:！: 

ヒ7—ドは、現在まで伝えられて 

きたものとは大きく違っていた， 

大)11水か起こるという神の声を 

間いたノアが、舟を作って家族と 

觔物を喿せて航海するしかし、 

それは■_を残すためではなかった 

のである方舟は誰にも内緒で作 

つていたが家族に見つかってしま 

つたのTしかたなく乗せ、動物は 

食糌用として藥せたという人類 

は、この時代に欲wを学んだ 
t人如の祖先か，：：んなに》か：*w r 
とは今さ■，.知..t t.tパ-しならん 

倉人扣は、辨之いう4在t扣リすみため 
かtilれない ノアtj,そめ一入た；/. 

gjg ノアの方舟 
Ltr 

{3階]ナポレオン 
_ブわレオンむ、 

絲耶コン7レ，. 
クスを}与つ人_ 

一Aてあつたの/ 

3階ては1ナホレオンの本当の 

姿か、マリーアントワネットの日 

記によって暴課される 

ナホレオンは，自分の背か低い 

ことを隠すために鬲い靴をはき1 

大げさな帽子をかぶっていたa各 

駕•と遠征をくり返し，強い男とし 

て知られTいる彼も、実際は他人 

の目を気にする小心者たったのだ 

人類は、自分の短所を懷み、相 

手のあらを必死で探すことて、”は 

しらい〃を学んだ，しかし、理解で 

きる相手がいたからこそ、はしら 

いの気持ちを持てるという二と（二 

は気かつかなかったのてある 

會かつTの英雔たちか.又はUこんな入 

刺/. たのか今ては訊にUsからなL 

• 3 %の切の餌W Lの塒代め年-7；(¢ , 

セルめ鑲た，：：れT上の陪へ行ける.そ 

msxケーム命a斛w ns 



トラ 

1999年、予言者の言窠通リ、恐 

怖の大王は本当に現われた入類 

を減ぼしたのか、じつはモンスタ 

一であったという衝筚的な事実が、 

二こで明らかになるこの時代に、 

人類はw愚かさ+を知ったのである 

5階は他の階に比べて、とても 

.啓地悪壁の外惻から中に入るた 

めのドアがないのだ。スタートし 

たら' まずマップ内の白い部分に 

進んでみよう壁になっているが、 

.通り抜けられ■でここから中に 

入り、メッセージを読んでからm 
の部屋へ行き、そのまま左回りに 

進めばイベント部屋にたどり着く 

i 

♦全人麯を®にま 
わしてまて砑墦を 
某行するのにも、 
苦労かあ：たはす 

独裁者として奠っ先に名前があ 

かるヒトラー悪の象徴といわれ 

る彼が何を考えていたのか，彼の 

片腕として働いたヒムラーによっ 

て，紹介される._ 

ヒトラーは\すべてを知ってい 

たのた人類がこのまま単調な生 

活を < り返していては、何も進歩 

しない、そこて；歴史を新しく作 

リ直すために、全人類を敵にまわ 

してTも破壤を実4亍しようと;先意 

したのたしかし、人類はまだ減 

亡を望んではいなかった結局、 

tトラーは悪と呼ばれ.この時代 

の人類は。絕望〃を学んたのである 

i人Sfiかた.域亡兮眾んていなか，た時 
代[こ、ヒトラーの3想U早すた仍かL 

•二の時f\め象it；【J、ホース仍谢 J m 
から下U二れてS由に入ることかてさそ 

[5階）恐购大王 

f4階飞ヒ 

»二のメンセーシ14害か：hている時代£ 

L3,琪在のことを指しているのたろうか 

t人！^在亡の予Sをレシ1.—どしT ■:.£ 
めるはと，世の中は平和たつたのた:= 

#0分たちか人IH!.を成¢,1したrl千 
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關SXゲーム徹底解析 

?6階】想像の時代 
モンス:？一たちにM来された人 

類は、絶したわけてuなかった 

わすかに残された人涵上やかて 

紡れるて.あろう滅亡のときまでを、 

想像することによって過ごしてい 

たそして、その想淥によって生 

み出されたものか、赖矣のモン 

スターたちてあったのたしかも、 

モンスターたちもやかて神によっ 

て滅ぼされる！1命にあるという 

二の時代[二、入mが学ぶべきt 

のはもう何もなかった，しかし、 

二の，実を知ったモンスターたち 

には、mrという新たな感情が 

生まnたのてある 

*モ：スタ_ rちの焓していたセ史か 
この培内て次々とくすされIい./ 

會.，.•、ルフ¢7;讲か—め的代の货苽ところ 

て，d会てもこのおtさ人は不m味 

.巨大な博物館も 
この描て終わり 
しかし物My Iた 
■i / > . く の U 

ついにたと‘リ溝いた塔の最上階 

ててモンスターたちは人類が滅ん 

だ根馮が*進化"であったことを知 

るMくなりすき、頂点を極めた 

人類は' あとはもう消滅するだけ 

であったそして、モンスターた 

ちもそれと同じ遇f呈を歩んている 

のたという喑示を与えられる 

また' 人類を滅ぼしたのはモン 

スタ"-ではなく、人類の心の中の 

悪魔が実体化されたためたという 

今、モンスターたちのgの前に 

は、達かなる大地が広がっている 

人類の犯した失敗を< り返さない 

ためにもv新たに旅立つのた 

* ノ' I, ^ n ^ b k ^知亡ごハ■し 
たい匈か琪宽なめかかりなぐなる 

減亡の觀 

社0ベ 

yだ ，•各• 

』二丄iJ 

-, 

、分 

、乎々. 

隨_ 
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あぁ、シミュレーション潰けの毎日！ 

スーノ く一大戦略 

大戦略シ1Jーズファンの誰もが待ち望んでいたス— 

パー大戦略。自をまっ赤にしながら、徹夜でプレイし 
ている人も多いだろラね。一度始めたらなかなかやめ 
られない魅力を持つこのゲームの徹底解析だあ一つ！ 

■マイクロキャビンMSX2 Br8卯円（ROM) 

IV1IAIP1I 
今回は1このチ3—有名なマツ 

ブ，sland Gampaigff を題材{二し 

て、スーハー大戦略ビギナーのた 

めに、ケームの進め方や効率的な 

戰路なと•がわかるよう、一緒に考 

Island 
Campaign 
帯には中立者b市がたくさんあ 

るこれらの都市をいかにし 

て相手より早く確保できるか 

か，ここのホイント（二なる 

自国の第一線の部隊をドント 

iHBBt 
SBSsfeS 

I I 剀‘ m l^r M' ** 
丄汊 

えていってみよう 

ますは下の7ッフを見てほしい. 

Island Campaignの全景だ二こ 

はZ力国の対戦になっていて、左 

下にブルー車の首者!^右上にレッ 

ド軍の首都がある.みんな知って 

いるように、相手の首都を攻め落 

としたら勝利という二とになるこ 

のゲームでは、酋都の位潔間1系を 

しっかリ愤えてお< ことが必要な 

のである。頭に入れたかな？ 

島の中央部、くびれたあたり一 

t ! gland Campaign!?)含味た闽国のW都か、ヤれそれ_ _ _ E Sすれ「あ* 

唐から勝負寧には,「天の特* 

m利*人の和jの3つが勝敗 
こからんでくるといわnrきた 
dだ。それじゃポクたちも.地 

をよ < 頭に入れて、有利に戦 
各を進めrいこラではないか。 
たとえば1航空機は地形によ 

-.て移舯跑凝は左右されないけ 

ど、トラックなどのタイヤ式の 

f両は海や山[こは移射！でさない、 

茂や山だと防御力が禹くて有利、 

tr〆は qテTお夫たいものだ。」 

nwti 霜，. 
丄丄 I I ti tl: tL 丄 土 1 I 暇.I 
H U U U L! U tl U U tl U tJ U 
y y y u uu 
u y u u u l t： 
Lt U W li i'l t- L: E 
i} u n u v k.じ s t 二 « 
L_ U l! U b H し：S ==11 
M Li 6J U U - b lr U じ=U 

U t} H U U L! ii t; : fJ 

_その地形を移動すると，とれたパ:?移 
酞力を消燹する*、という--黧表だ. 

ン進攻させてい< ことがIカンジ 

ンなのたっ！ 

とりあえず、0分がブルー風の 

総司令官となってゲームを進めて 

いくとしよう生産タイプ(国)は、 

どこでもかまわないけど、まあな 

じみがあって、戦力的にも薄いア 

メリカ1が無難てしようアメリ 

力}は陸軍と空運の瓣篆航 

空部隊が強力なのが魅力だ. 

それしゃ、実際に兵器の生産を 

始めてみよう地上兵器でなんと 

いっても強力なのが、M1 

エイブラムズあとは歩 

兵と兵M輸送ヘリか車両 

を生産すればいいと思う 

航空部隊ではF-15イー 

グルが、とっても魅力的 

だけど、価格か高くてす 

ぐに購入でぎないのが難 

点なのだ。 

これらで中史部にドン 

ドン進出していこう 
■フルー取の&郎近辺た麻の电內めはすれt:あ4 

,拓かゼ.i ■ている H扣す射は北浓の方肉にいる 

^地形効果とは？ 
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て、とうとう相平の苗都 

に肉迫することになるm 
h必死だからね一なかな 
かイツキにというわけには 

いかないけど，どこかを集 

中的に攻摯して守^隊形に 

穴をあけ、そこをジワジワ 
と"…' ヤッタ！ ._ijだ., 

そつこう進んでいくうちに，中 

央部ややレツト軍よりの場所で戦 

關が始まる地形効果の防御力を 

考えながら教おう地形を味方に 

ね,.この付近てこちらの勢力 

か優っているはすたから、部隊の 

‘■個を上けるには絶好のチャン 

スだ。ビシバシ戰fs]していこうせ'. 

やかてレツト軍のフトコa輿深 

く侵入していくと，さすがに相手 

の守りも固くなる薄，へらな部 

_布陣だと、すぐに打ち破られ 

てしまうのだ,，ここがガマンのし 

どころ,■■ブ厚く波状的に攻帑して 

いこうたんだんと敵を包囲して 

追いつめる感じでね. 

前のベージで少し触れたけとt 

百国の都市を增やすのはとっても 

大切な：:と„都市が增えれば、1 

夕'-ンごとに入ってくるお金が增 

えるので、高価な兵器を生産でき 

てますます有利になるまた、相 

手国の部隊と衝突している最前線 

のすぐ後ろに都市があると、入れ 

替わりて補給を行なって、休むこ 

となく連続攻繫がTきるのた. 

そういうわけで、レット軍の首 

都に進んでいく途中の都市を、み 

んな自分<7>ものにしてしまおう 

ブルー軍に近L、と二ろは、レッド 

軍の彩響力が及んでいないのて、 

簡単に占領てきるんだ 

MS) 

都市を占領せよ! 

*鳥のくひれたあたりの都_市【3,すくに占臶することかTさ 
るここを中擗恭始とLt,3らし攻め_んていこう， 

圃删I刪鷗」I；mmm 
着ついにフルー車の笛都をsi準にとらえたのたf. L 

Iまたとヤぅレてしまラのて.シワジワ包敢濘ものL 

オヤ!？これは技あり一本になるかな? 
ネエネエネエ，知つrた7スー 
パー大戰輅に隠された深い迓を……。 

な一hz%そんなにオーバーなもの 
じゃないけど^じつは麋ワザがあつ 
たのです0なん■だかとつても得した 
拓分になるのでお試しあれP 

どラいラものかというと、都市を 

占領するために歩兵などを锻前線に 

送り込むよねそのときに活榀する 

のが、铕送用の®両ゃペリだこれ 

らを使うことで、効菜よく埕を逸め 

ることができるqで、占領しよラと 

組つている损市まで逆んできたら、 
”階車'^のコマンドで步兵在降ろして¥ 

次の夕ーンで占領！というのが皆 

通のや〇方だよね 

このとき11移!STのコマンドを実行 
しても、"MOVE ENCTの表示が 
出ていで，どこにも移她できないこ 
とがわかる&ところがどっこい1そ 
こでリターンキーを押すと，なhな 

んとその郡mがstきrしまラの 
た、つまりV次のターンでは他の戦 
略が亡れるつていうわけaね11回 
得した気分になるでしょ7 

これrビジ八シ都市を占領してい 

けば、有利に進めていくことができ 

て、早い夕ーンで勝利をウかめるぞ, 

自幟の都市I Tやってきた.—.ここて步 
兵を陴ろして、都市を占铂していぐ 

t瑭通なら，これて-こめ2つのユニ‘ノト 
に対Tるコマント終了する[iTたけど 

#たしかに*移動，のコマノトを进んtも、 
柊！/,て？るMはとこ（:.t(ないけど… 

倉ここてリターン午一を柙すと，その節 
市を占策したことになる.ラッキー！ 

，一确辱”g 

_ヮ_イt.^_、也イシメ Q 

のた T6, 

いつて"b -. 
戰來tA.noのik 

「.と■カワゴVヴ 



ぱ^ 

巍 
A 

(|§巧|)この兵器がおススメ! 
スーパー大戰略での最終目的そこで、都市や空港を占領す装甲車、輪送ヘリを使うしかなーゲーム展開力没わつてくるよ 

€ 

I 

は、相手の首都を攻め落とすこ 

とそれまでには、長い道めり 

を進んでいかなければならない 

途中にある中立や軸国の都市を 

できるだけ数多く占領していく 

ことで、§#利への展望が開けて 

<るんだ。 

アメリカ1 
陸蛋と空額の混成部隊に 

なっている。空單®元実度 
には舀を兑張るものがあり、 

F-! 5イーグルはお殉め。 

アメリカ2 
アメリカ.海爾e海兵隊■の 

1成眾。アメリカ丨と同様 

に飛〇部眩は死夹している< 

だ対空兵8は)■が薄い。 

基_ku 

西ドイツ 
レオバルド£などに代表 

される、嘅栗を中心とした 

地上部隊が强力だ，輸送へ 
リはUH-1イロ:□イスa 

イギリス 
話賜の遍趄皤尶陸機V八 

リアーが配備さnているd 

全体的にバランスのとれfc 

生歷タイブになっているa 

フランス 
対空ミサイル車岡は、か 

な0強力なの‘c威力を発卯 
しそラ:&全体的に小回0© 

きく使利な兵器が多いe 

120 msxゲームm底m杭 

るためには、歩兵が踏み込む二 

とが必要になる.なら単純にパ 
カスカ歩兵を生産して、進めて 

いけは'いいんだけと\悲しいか 

な、歩兵の1回の移動距離は短 

い：効車的に、また効果的に歩 

兵を輪送するには、トラックや 

いわけた^ 

そういうわけで、生産タイプ 

別の轅送可能な車ゃヘリを示 

すのと同時に、その国に特徵的 

な兵器をヒックアップしてみた,. 

思うに1二のテの知識がある 

のとないのじゃ大遠い.そりや 

ね早い夕ーンで勝利の美酒に 

酔いたい人は(未成年はダメよ）、 

ぜひとも頭にたたき込んてほし 
いデータなのだu 

自分の好きな、思い入れのあ 

る兵器を縐横無尽に駆使して、 

敵の首都を落とそう！ 

MEブラッドレ_ JH-80ブラックホーク 

m^Mtrnrn^T. . . . * rm 

.■響 響 

,，.‘.，:■ニニ,,,nti. 二のケーム中崧舛の兵卩 

帏送电として汶定3れtい 

るアメリカ畤寒嫌甲部 

の基本装《として臟され 

t: 兵^の生孖不が禹い 

対地攻轚用のaヶv卜# 

を#1热し：.i.v発の_R只蛣 
送ヘリ备启的用に開発さ 
れているのて' 卑iE抑にな-.■ 
てら强3を免伸-子る 

一 

LVTP-7 

典线蝻AtB的とLた上 
嗖坰张岡たヶ“ム中は移 

奶で#る钜鞋が7〜ノクス 

と大^いのか41力137?年 

から>v メリカ海乒辑1:(!£儀 

UH-1イロコイス 

西側^usの多く t'捻用さ 
ネ| Tいる典«相送可Sfな返 
用人リパリバリと歩兵を 

15前梯に送り込アメリ 
n mw航空部棟の中心ii手 

I ，ビーn'J . 

K -- 

マルダ- 

なんとI£i|_il28トンt 

Jr,もlげ■片咋間_|1の中てU 

t, t l fiい张闹だfの 

こは_勘力があり.移 

動可能№11は?へ.'クス 

アルファジエツト 

西卜ずツのみて生庸可能 

なHiT树価格が比轂r安 
いのて、ケ^• Aの萍喆戰(二 

1iく侵うと効災的かも 
it再の梂送以できない 

am. w 

MCVBO 
SSMi 

t郎7年にAnn? nた. 

&籌ts送班ぬ梆砧力や防 

却力を他規してれて 
いるのて*防御？.は》いの 

たが坟轚力がやや;s %る 

，二 UH-60 7ラメクホークと同 

At二,到地攻犁用の〇ヶ—/ 

Hfを行っているのて，か 

なり《い攻力を持つ« 
送由ヘリといみ* 

AMX-10P 
?0 iり拽沏硪卩■ '&? i 9 

機m铕を拎ィ:けw铽浼屮 
移動可能拒蹿は&へ..*クス 

攻卑力はややあ各のて.あ 
<iて榷送をメイ>cu Cm3 

シュペルビュ- 

蜮送堝ヘリて，哆觔距衧 

がSヘンクスと佟い-の 

足の煲さをうI<油い二な 

tfU,かな90賊力を発ii 

する_t 武器am蚯めみ 

is^rn 
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スウェーデン 
兵均掉送用©ヘリは、ア 

メリカ2と同様にUH-Iイロ 
コイスだ，独自の兵器を多 
ぐ生産する国a 

イスラエ/！/ 
さまざまな函の英器から 

蟎成されrいるので、答々 

の特傚をよくつかもラ。輪 

送ヘリはUH-1イ□コイん 

1{< 日本 
F-1M-グルなと艘 

機[こ対する強さは一流だ， 

独部練のF-1が目を引<« 

輸送ヘリはUH-Iイ□コイス， 

国 
筲より屋で勝握の人海戦 

術的¢7)な布陣。とにか<、 
兵器の硒格が安いので1う 
ま.< 部隊を制御しよラ0 

M 

ソビエト 
さすが梁僻陣営の中心国 

だけあって，兵器の沒秀さ 

には驚いてしまう，うまく 

免いこなせるかな7 

ワルシャワ 

at 

ソビエトに^やや見劣 

0するが、班力的にはすご 
いラインナップ。特に対空 

-套両は強力なのた、 

最新銳 

Pbv3O0 

かなりもい歷史を恃つ. 

歩兵被85藥のfcナ堅を接い 
/- h<ty木P.5?南用の枣兵1fi 
IfliET, ?0 s 'J 機W碚をH 

ている移_距»は& 

■. . * 1:.* f V ik # i<WrVsJ« 

サープ37ビゲン 
わずかSCO メ Iルの,奸定 

路て佬,典でa 

柯砥格も产nuとな 

いのて.主力で古钳しそう 
た袜送u不旬 

ぃ 

メルカバ 

イスラIルが捭自[こ閒発 

した±力n-市-則竹m砲を 
接淋していて.兵»«送も 
可能铝平を鞔的bせなか 
ら歩兵を舫榇に届けるのた 

IAIラビ 

^m^Ldrn 

d如与wtめイスラ丄1レ空 
•i，_.の中心になるf►定の被BH 
W小,？な枰体に饨力4ェ 
ノシンをfflんでいて.液い 

携:”忖がある輪〆.(よ不可 

wruk 

73式装甲車 

7，&?ミリ檐閱銃を择AJU 
!兵B袖送隼我鰥力は領 
いので、尚い神4J)力を付| 

て_送に豳した(Jうか—、い 
い鞛果を招< たろう Wbmm 

三憂F_1 

择蛤力、故荤力t防御力 
のどUをとってら一.沈なめ 
で，安心で，る攻V嘹移 
勛迮畴IJ13へ-ノクス 
むそんな[二Ut,法くない 

77式兵員輸送車 

け-}こう旧式な®しのす 
る外tR. $すがに恤格は安 
nおnmのような芄 
もするが……核財S|_ES 
6へ/クスて.矜通で‘rね 

—rrrr£ j B^jhJpI-iLTT Vr • 
I " 1 t-'JJ 

WII-Bヒップ 
褐が安いわりには、対 

地攻挈用ロケツト绳を装通 
していて，兵拽犏迻tTさ 
てしi： Jわ矜い扮な双発へ 
リ移動葩曦は7 

BMP-2 

eMfM【：多. < の舰を加え 
Tバージaンア，/ 7したも 

め30，：リ神.間砲や？.i呎中. 
fサイルを塔杜L,防陴力 
も馮いのた 

MH7ヒップH 
Mi— Bt vプの後繼嫌と 

してfW锌3れた □ケンt 

押がなcなりmiのみとa 
n多少防御力が上が 
让移！)1銪蒂は7 

BMP-1 

歩兵#i送として，73 

ミリTt車咆と対朽堪ミサイ 
ルを格舡している玫v力 
は高い/^やや防嬅力に不 
安かあもので.よく j；えて 

■P^Vi M卜24八インド 

本格的な攻站能力を琦つ 
てい■&ヘリ zサイ 
ルゃ裱Sfcが装讎され，移勤 
绝鞋もsへ'クスと丧い步 
兵の餘送にはも rこい广. 

®格は亡びきり孫いが、 

それに見合つただけの実力 

を持つたモノぱかりだa少 

説隨銳主沒でつつばしれ！ 

91式歩兵戦！!車 

fSm/ : ,,-^T*!! 

1M1年からW#がi|めら 
nているa卓攻V力を一 
炫と离めTあり1対科*i 
サィルや柄^：，細tてい 
4 価格UやUリ襄めた 

オスプレイ 

対空ミサイルを装!和した 
怡送ヘリ何とい7てら攻 
臀力かあるのがW力/_ ^ 

のIIか機閒竭も播Ifcjれて 
いる核勤拒離は7 ヘックス 

WSXヶーム激M解析121 
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2つの技を使t、こなせ 
へんぎんくんが制顆しなければ 

ならなL、のは個性Mかな5つのワ 

—Jレド.各ワールドには4匹の轍 

が待ち摘えTいるんだけど、その 

表情の変化は見もの！戦い方に 

も特徴があるしね一 

敵もさることながら主役のへん 

ぎんくんだってグーンとヰ虽イヒされ 

たぞ0しゃがみよ【デと11合ホ 

ール"という技を身につけたんだ 

からね:-,特にH合ボール#は二 

のゲームの要となる < らい大切， 

ボールを投げる前に、ホタンか 

は気合がたまってるということて、 

ここでパフと離すとボールがすご 

^、勢いで飛んでいくのだこのボ 

ールに当たった敵は引っくり返っ 

たまましばらぐ起き上がれないの 

で、こりゃ便利だわね 

制限時間の60#以内に10個のホ 

ールを全部相手側にt免げてしまえ 

ばいいわけだけど、ラスト20秒に 

なると_害物が出てくるので生意. 

自分の投げたボールが自分に命中 

して引っくり返るっていうのは情 

けないものそうでしよ 

llfllillll111111111tlliniflllllllllll!111111fllltlllll!!^ 

あのべんぎんくんがクーンと成長して帰ってきた。しか％っ、 
気合ボール"という剛速球や”しゃがみよけMなんていうニク 
イ技まで使えるのだ。べんぎんくんが成長すれば敵も成長す 

るわけて％当然ながら熱戦の連続だね。 
II關1111誦__圓____隱__酬圓瞧酬_!111_11___圆_腦 

■アスキ'* MSX2 e.aOOffl (ROM) 

あらたいへん 
誘拐事件が発生だあ 

タイトル画面の次に見ることがr 

きるのがこnaプレイヤーはべんき 

んくんとぺんぴ一ちゃんのどちらか 
を;31択するのだDべんび一ちゃんの 

啜台は柜手の罢力ち押さえm味なの 
が初心者向け。でも琛終釣にはべん 
ぎんくんで全制期したいよねe 

ある日ぺんぴ一ちゃんのうちへ遊 
びに行くと,恶いアリたちが彼女を 
誘拐していくところだった。ま，ま 
て一とmったものの間に合わず、怒 
〇のべんきんくんは彼女を助けるた 
めに旅に出たのだったeってなわけ 
でゲームはスタートするぞ一。 

なつかしWORLD 
SPACEキーを押しているとへんぎ 5つのワールドを制卵するとす 

んくんがワナワナ霞え出すこれ ご一い赖が出るので覚悟したまえ 

涿 むしWORLD 
1あり 

_ E&间時に比て < る ； 
が2匪で1匹分の実力 : 
ち4うと2匹かtなつ : 

たところへホ“ルを投 : 
けで引つくり也そう 

かぶとむし 
_が.iどLしのイメ ： 
シとUW盼[:■佛 : 
敏，1回ポールか当た : 

」た <:らいTU作!れT ； 
<れ4.いめT注,# : 

3ゴキブリ! 
参二の宽毕3は予ザ通 
リ描に動くとさに体 : 

か防れてL 4うのて的 
か聆0(二くいかむ動 ： 
Aを先雄みIズ投けろ1: 

むかで 

むしワールドのホスは描たわつた 

むかでe v気合ボール％投げたくで 

も、こ才だけの数の手足を伎1つ乙投 

げ返してぐる®で気合をためrいる 

暇がないつ。でもひたすら連射しr 

投け無ってしまうと、じつはあっさ 

omzrし注ラのtあつた。 

1ねこ ■ ■なんと乎やわらか： 
な人……い又，ねこな 
んてし今3イツに 
抽てないようではお姑 
[二なり丈せんね 

I \•ンダ 
_へ一んた，: 

tiii ねこよりは平- 

九えかあもという枵祺: 

，:j.中て見せる不射な汰 
いが鼻につぐけど, 

3コアラ 
.らしかするとこのウ 

- h ■!.!1 <\ ti r-1*. /r 

^ しt；ためたの 
たろうか！？なせか明 
iStt矚ててしi 7 ■■ 

4ビーバー 
*« 

ここ法て-Kントン伯子で赌ち龜ん 

でいい気になっていると、この榷後 

のビーパーでつますいrしまうそ。 

さすが彳こボスだdあってスビ_ドは 

ある。でもね、やは〇鼬志が単調だ 

からこちらがm—ルにぶつからなけ 

nば賭ねは咼いのだっc 

執念の気合ボー ルで 
敵の正面を狙うのだつ 



5つのワールドを制明するといよ 

いよ亢ボスのS帝べんきんか登锿！ 

eつの技^:完m:使いこなせても運 

が良くなきゃ勝つのは炜しい。\m 

バターンの要化にも;i啓しよラ。 

MSXゲーム徹底解析 

これが全マップだ!？ 

1タコ 
うみWORLD 

4クジラ 
♦次の;?;ールを役ける 
i t<：晬ftr!かかかるけ 
t, 一，rtにたくさん投 
け返してそ醜 
にu骷ぃめて心配無用 

2かに 
際 

*il.かく 
ル' を拽けてL申麻て 
じねfeしてくる T b 
カニIt身か按げた眩W 
たけM防儀になるそ 

3さめ 
参けールか玛たると.吃 
って色か览色体か# 

になったとさに当tる 
とや-.と{?-nてくれも 

11格のf’. 9かuつ 

クジラ自体はそれほど強敵ではな 

いか，子分©さめを迚れてくるのが 

いただけな1\ね。このさめのヒレ、 

クシラのボールは历し:：ちらのボー 

ルははね返すのだ,通低で电.自分の 

ボールに逛たらないよラにヒレをよ 

\1\合ボーJL/をキメよう。 

P皇帝べんきん， 
お冷ろしく 
強一VT 

，.，，，>，■'i*l 

JiMii 

iちゆうるいWORLD 
1かめ 4カメレオン 

2かえる 

_啩れていると二ろへ 

むう 一itポールを当て 
ると起さ上がるという 
特货体转の行ち主起 

.5-J■か：./ 0後を祖え 

•ひょんひJんftふめ 
て钼いにくい.とさど 
$正面を屯いて关う仍 

Tそのとさにホールを 
ふつけTLiえ-! 

えりま釙カゲ 
_自饨の丄リ彳午をへ 
じかせTあベ左へとハ 
夕/.夕走るfi■方かな 

いのて二ちら(> #■ u i 

わりチr -スを伶とう 

体が保になるのて^ tは透 
明。見スない相手とのu:t合しなるわ 
けだから、そ0やも5不利だねgで 

もボールを投げる中に舌を使つtい 
⑽でその瞬間た■けとこにL、るのか 

がねかる6その舌を泪ラつてわけ& 

いすれにしろ苦戦を強いられそラだt 

るなんきよく WORLD 
1きつね 4マンモス 

_0分て(iホ.”ルに化 
けたつtlりだ'ろうか現 
h:fy W.えてる仍て問祕 
心いところて喇坶に 
#つねフていたっけf? 

2オツトセイ 
•上を向Lて王5T，の 
芸をしているか、ある 
h/?中ールなづ.まる£ 

^どめてISけてCる 
如をAV くニクイゃつ 

3しろクマ 
■ I*フ？ <に？5けT, 

コートめ穿に岜ててく 
るめTiH〖こくいし 

かMTたれ强いめて、 
la合ホール'‘' しかないれI 

勝っても 

おsっ,なんだこのtimr?そ 
してこ職こちらか 

1度例れるとたこ綠けにめてに:< る 
0でひfcすらよけまくること。次L 

合ボ骨ル"をマ次モスの靡めかけ 
r投げるs当たって泣いてるところ 
ベ'1気合ボ_)rの迚打だI 

負けても 

會Hちゅうるいワールr つと 窗二れはまさしく たわね 

これはもうアートの世界 
msxゲーム命E解w123 



'はがき窨右衡門,.め;菜字入力はMSX-JE対応,HE FIの 
ように、漢字愛換のための辞害ROMを内蔵したマシンではそ 
のままでaそうでない場合は、MSX標芏日本!吾力ートリッジ 

HB卜Jljなどと組み合わせて使用しよう 

宛名書きが面倒で、つい筆不精になっているキミ 
のために登場したのがはが吉書右衛門.:。毛筆夕 
ツチで、はがきの宛名書ぎはち5バッチ1」だ。 

はが吉に関しては 
書右衛門におまかせ！ 
%名香さ"という仕率は、管から 

コンビュータでよ <行なわれてい 

る日頃g[二するのが、ダイレク 

トメールの宛名：:れなご、ほと 

んどコンピュータのプリンタから 

打ち出されているね. 

ところがt "宛名ラべ/レ〃の印刷 

はよぐ行なゎれていても、はがき 

に直掻宛名を印刷する、というの 

がでrるようになったのは二く最 

近Iそれがなんと、7,800円のは 

がき雋右術n.で可能になってし 

まうのだ...漢字ブリンタとMSX-JE 

対I芯のフロントエンドフロセツサ 

が必要だけど、まあ、これた’けで 

直接はがさに宛名が押けてしまう 

のだからお質い得もちろん、ソ 

フトの名前が"宛名爵右衝でな 

くて、Uがき塞右術門*である二 

とからもわかるように、宛名だけ 

でな < 襃の文面もちゃ-んと窖け 

るのだ，はがきのことなら、何か 

ら何までおまかせあれ、という二 

とだね.-. 

それでは実際に 
宛名を登録してみよ5 
プログラムディスクをセットし 

てマシンの躧源を入れると、写真 

1のような画面が登場するます 

は"住所srを選んで、はがき省右 

谢hで宛名神きをするようすをみ 

ていく二とにしよう 

写真2は住所データを入力する 

画面氏名、フリガナ，郵便番号、 

住所を入力しようそれそれのデ 

一夕はもちろん漢字で入れられる 

— 

■ソニー 

MSX2 

7,800円(2DD), 

'mmmmSm 
WPWPfcii 
_<UM ■丨■丨!•' 

O写興 |劫た作1;の才一 7ニンク汍曲携诽 

を力一Vルキーで邀択してしよ-) 

官Vはか3に印剐し陳宛名窬さのフ:r 

フット[二7フトに内蛾されTいる 

キーポードの左側にあるQ啡キ 

一を押すことで.かな漢字変換の 

モードになるというわけだ 

実際にはがきに印刷される、宛 

名霄きには直接関係ないけれど, 

メモ（48文字以内)や誕生日、電話 

番号、各棟のマークなどを登録す 

ることもてきる相手め人に間す 

る印象や、自分との間柄などをメ 

モしておこうこれはf曼で角免れる 

けど、はがき軎右衛門はデータべ 
ースソフトとしても、使う二とが 

できるのた、 

住所録に登liできるのは、全部 

で約1,000件毎年h知人などに 

出している年賀状の枚数を考えて 

b、個人ならこれだけあれば十分。 

また個人尚店などの顧客資理にも、 

余裕で対応できそうだね， 

さて、データの入力が済んだら 

[n iキーを押して登^しよう機 

能の選択などは、だいたいフアン 

クシヨンキーに[芯しているから、 

使い勝手はなかなかいいよ差出 

人、っまり自分の名前や住所も、 

同し要名頁で登録しておこうね. 

なんと毛筆書体でも 
印刷でぎちや5のだ 
こうして入力した住所や氏名を 

もとに、さっそぐ宛甚をはがきに 

印刷してみよう、カード_鲩の画 

面で印刷したいものを選ひ、，F4 

の^mfを選択する,すると写異 

3のように、印刷項自の指定酬 

が音場するぞ。 

はがきに雜署きで、毛班扣体で 

印刷するように指定してみよう 

頭面のメッセージにしたがって、 

ブ□グラムディスクを毛聚フォン 

卜がI己録されたディスクと入れ換 

える.あとは待っことしばし.：右 

の例のように、毛筆で宛名がEfl刷 

されてくるというわけだ 

124 msxケム做战解朴 

氏名と汴助のテ—夕め0fcft'; 

©写輿2l--u/5*.-:lri:心、れ，V;し/. 

デ—夕入力®fcな感じで 



MSXゲーム徹底解析 
ハイレベルな機能を持っていると 

いっていい.試しに登録したデー 

夕を印刷してみたのが左下の例 

これをファイルすれば、立派な住 

所^が出來上がるというわけだ.-. 

はがき裏書きワープロ 
の機能ちあるのだ 
このソフトには、はがきの裏側、 

つまり住所じゃなくて手紙の文章 

を書くための、>文面ワープロ〃の 

機能もあるひとつにつき約600 

文字の文章を、8件まで登録でき 

るそ_はがさ.薄■右衛門の最初の画 

面から4文費作成を選ぶと、宛名 

ではなくて、喪の文面のほうを作 

ることができる。 

文字の大きさは行車位;で、全角. 

縱倍角，倍角- 4倍角，毛輦4 

倍角' 毛筆1&f吾角の中から、自由 

に指定可能:毛筆16倍角は"謹贺新 

年〃などの見だしに使うといいか 

むしれないね,，また、毛筆鲁体で 

ない文字は、強調*斜体*白抜き* 

下線などの飾りをつける二ともで 

きるぞ 

©写真4 1 ，■ウ丨をナ.えなか、，赏 
の'父*て■•入プ：』j 

宛名黉きのために登轉したテータを，一览表の 
かたちで印刷すると：:んな.想しになる:,れな 

ら.住所録としてl使う二とiてきそうたね 

『文書作左衛門』にも注目だ 
接い手紙を齊きたいときは，ソ 
二一から発壳された文辨作左 
衡n (価格e,細)円)を使うとい 
いこれは用に開発され 

た、本格的なワープロソフトな 
のだ A 4 VIて約Wへージの文 

杂を一度に铷戴;てさるのはむち 
ろん、自分でイラストを描いて， 
文章中に貼り込む搏能もある 
碎細は次号で細らせする予定 
たから、乞うご期待なのた！ 

..-■：'： :;'.r... /.「-.パソ.： 

©写真5 MSXTiilf —,インタ 
した17 —フロソフト 

レスモードを兮ホ. 

mm tパ；:■社そ 

行単位でセンタリング.削除， 

移動•複写ができるのは、通常の 

ワープ□ソフトと同じ。でも、文 

章に加えて、自動的に差出人の名 

前が印刷されるところな匕専用 

7フトとして工夫されている二と 

も多い，写舆4に，実際に文簞を 

入力してるようすを掲載しておい 

たので、参考にしてみてね。 

そのまま使うもよし 
凝ってみるのちよし 
はがき害右衛門のいいところは、 

そのままm直に使っても、ちゃん 

とした仕上けのものになるのはも 

ちろん、凝ろうと思えばいくらで 

も細かな指定ができるということc 

たとえば相手の氏名につける敬称 

も、何も設定しなければ'^rだけ 

ど、"殿.宛.行.御中，先生' 

そしてw何もっけなL，の中から指 

定することもできる,. 

また、やたらと機能を增やすの 

ではな“はがきを香くのに必要 

不可欠なものだけをまとめてある 

ので、操作がとてもわかリやすい。 

製品に付属しているマニユアルに 

も、操作手順が順を追って説明さ 

れているので、はじめての人でt> 

安心して1吏うことができそうだa 

これは個人的な感想なんだけど1 

同じように>〜若衛門"のシリーズ 

で、ビデオやカセットのラベルを 

作るソフトがあるととってもいい 

な、と思うのであった。 

毛筆書体での印刷t可能 
システムテ’イスクを、£枚のフ5Tントデイ 

スタと連し換えることで、毛^擗体て•のは 
がき印刷(>可能になるお世話になった方 

へのお礼状などに般碑の機能だね 

m^： 

mm 
m 
那亘 

* 

薄®IMM町S制蘇Jw 
©写真3 印蜕の手;iKj メ•二■- _iM択方 

式なのてわかUやすいn 
Q卜_* ■体てのEp竽例 
なかなか进華てしJ r 

IE直な話t印刷を待っている時 

間はちょっと長\A,でも、人間が 

寮くのと還って間違いはないし、 

毛聚齋体て即刷して < れるのは便 

利だ出来上がったはがきのクオ 
リティーを考えれば、待ち時間も 

それほど気にならないUすだ. 

データベースとしての 
機能ち充実してるのだ 
もともとは宛名を印品yするため 

に入力したデータだけど、宛名辨 

きにしか使っちゃいけない、なん 

てことはない前にも#いたよう 

に，このソフトはデー;？ベースと 

しての機能も持っているのたた 

とえば住所が東京都の人間だけ探 

し出したり、氏名から(IE確にはフ 

リガナから）特定の人を探し出す 

なんてこともできるuまた住所録 

に登録されfニデータを、.名前をキ 

_ワードにして、50音艏で一1E表 

のカタチに並べ換えるなんてこと 

kもちろん可能なのだ。 

二のほかにも、はがき_右衛門 

の特殊な機能として、通信力ート 

リッジを®ったオートダイャルか 

ある もしキミのMSXか、ソニー 

の通信力ートリ ッジ H0I-12QO 

で電I舌回線と接続されていれば、 

カードー纭の画面の中から選択す 

ることで、敬話をかけることがで 

きちゃうのだ。こいつはとって£> 

ハイテックだね. 

こんなわけで、はがき鲁右衝門 

は住所録ソフトとしても、かなり 

_■■■ 

住所録としても 
活用しちやえ 

Msxy 〜ム 125 



第1弹の■已事力、ら. 

この、MSXマガジン5周年企固 

の第1强(_88年H月号に掲賴には、 

非常にたくさんのおたより、.感想 

をいたたきました全部^見いた 

しましたですよ、ほんとにとれ 

6どれも、播極的なご意見ばかり 

てした本当に.ありかとうごさ 

いました 

ということで、そのみなさま方 

のm：1なご费見をこのまま脱らせ 

ておくのはもったいないと思うの 

とと6に、ほんしvあ、涵初，.:1か 

ら、本誌に掲載するのを前提に、 

沒劍な論文を总集してみようしV■‘ 

ないかと、こういう流れです 

二こはひとつ、健筆を、Mマカ' 

上でふるっていただきましょう！ 

募奥します論文仍題はホー厶 

コンヒユータに対するオヒニオン 

です家の中で使われるコンヒユ 

一夕とは、将果的にどのようなも 

のなのか、とういうものならは家 

庭内に有用なものなのか？ ホヒ 

一V勉強-ビジネス-ジャンル 

は問いません 

論文寡集につさましては、年齡 

別【ニグルーフを分けます中字生、 

高校生、大学生•一般この、3 

つてす入選されて、このMマガ 

に掲蛄されますと、赏品として、 

MSX2+ 7シン、FS-A1WXをさし 

あけますさ、かんばれい！暇 

キャンペーンの第3弾は、ちょっとシブ目に、こついつ 

企画です。建設的なご靈見をお待ちしrおります。n品 

はなんと！ MSX2 +だよ。さあ、書こラ、論文を！ 

またまた、ハソコンか蓺M内に 

跡したとはいいがたいそんな 

状況である今の日本は. 

か:HこれYハVコンというbの 

か，ホームユースに使われはしめ 

て、10年はどてあるまあ、考え 

てみれば、fう何年ほどT,こう 

いう機Mか本当の珩崁格:を符ると 

も思われないのだ/；r 
たとえは、職お恥すかしぃ 

話かもしれないが、私が小学I年 

牛まてH払の家には1かなか 

た小学？年生のとさ、黑ぃ' 

なんの飾り6ないタイャル電話が 

はじめて台所におでましになった 

のてある今てもン礙瑄公社(の下 

ポけの衆者だったのかもしれない 

が)の人か,腰に革のエK袋をふら 

下けて、電I舌:!:事に家にきたこと 

を覚えている, 

それから，え一と、ああ4もう 

20年かけ一、もう2G年も前にな 

6のかあ？それから20年たった 

垠在、おそらく電話のない家とい 

うのは、aとんとないと思う大 

学の下宿にまで引いてるヤツいる 

もんなあ 

この、電話というも<7\先行役 

政の般たるものてあ：>た国のm 
栗として、傾初は大赤字觉悟て展 

開してきた電話当初は,mm 
を引 < のfjたいへんというレベル 

てあったが、あるI呈度ネットワー 

クが完備されたら、あとは雪たる 

まか十/,,かる1よう【二、とんとん德要 

かふえ.現在に至る，てある今 

や、班I舌かないと、なにごともて 

5なA、時代てある紐行やほ券会 

社は営業てきないし、テV•、ー トや 

スーハーマーケットのPOSシステ 

△も止まってしまう何年か前k 

東京世田谷の地下ケーブルか火m 

て•燃えてしまうという壤件かあっ 

tiそのときも、いくつかの銀行 

は体業となり.電話が止まった会 

社はもうほとんど開店休業の状瞍 

になっTしま.1たそういう寧件 

て、さbに電話の価侦というもの 

が思い知らされたのてある 

軍:話は、こうなったさて、い 

さなり話は飛ぶがvパソコンはと- 

うなるのであろうか？ 

バソコンの家庭内でのイ旁^ '方に 

は、大きく分けて2f里類の使われ 

方があるなにがしかのネット7 

—クのターミナルとしての、端朱 

的使われ方そして、もうひとつ 

は、スタントアDン，つまりIそ 

のハソコンか独立して槐能する使 

わn方具体的にいえは、前渚は 

パソコン通信のターミナル、とい 

うことである後者は、自分の机 

の上(二あるmsx【こケームのカート 

りッジをさして遊ぶVとぃう：と 

ハソコン通信は、やつはりtま 

たまた普及しない本当に欲しい 

.麵というものか、家庭というレ 

ベルにまで降リてきてくれていな 

し、のてある株価とか外国為替と 

か、ある特定のシャンルにおいて 

は、なくてはならない存在となっ 

ているが、またnい物カコぶらさ 

げたお母さんに必要な情報は、存 

在し得ないようである 

黄い物カゴぶら下けたお母さん 

という比呢は、しつは一般性とい 

うものをしつに忠実に表現してい 

ると思う本当に臼々の生活に 

MSXマガジン5周年キャンペーン第3弾 

題は『ホームコンピュータに対するオピニオン 

「ワLフロがすべての第一歩」 
-東京都杉並区田中パンチ28歳 



くっついていないと、TO万円社 

のものは、けして普及しないもの 

であろう 

さて、スタントアCIンのハソコ 

ンの使われ方、これは前ifしたホ 

ヒーとして、あるいはスモールビ 

ジネスとしての活用である二れ 

まで、ハソコンは、ゲームマシン 

としてすそ野を広け、16ビットマ 

シンの普及につれて、実我のほう 

にも実力を発揮するようになって 

きたしかしそれぞれのソフト 

の充実度はまだまたの域にあり、 

今後のさらなる発風に期^のかか 

るところである. 

では、こ二で、もう一度問いた 

た'すホ_ムコンヒュー；?は，い 

かにすればその形が,よりはっき 

りしてくるものなのか？ 

じつは、ワーフ□の普及二の 

一点に尽きるのではないか生活 

職を築く世代の男女、つまり？0 

遒から30歲< らいの人々が、なん 

のこた■わりもなくワープロが打て 

るようになれは、コンヒュータの 

生きる遽もかなリ変わ-)てくるは 

すである. 

以前にも、どこかで害いたよう 

な今\がするか、どうも日本人はキ 

—ホードアレルギ_なんたな、二 

nがフルキーホートを見るだけ 

X,あ一もうやたやたという人が 

たくさんいらっしクるようなのた 

キミのお母さん、お父さんもそう 

うかもしれないな.そうでしよ？ 

ちがうかな？ 

日本人は、ひらがな、カタカナ、 

漢字、アルファぺットなど.一万 

何千もの文字を使用して、：1£ ] 

ニケ™卜する欧米人の場合は、 

20いくつかとか、E本のそれに比 

へれば，ほんのわすかの文字を使 

闭することで、事足リる 

'廣報の伝達のために、日本人の 

使うワープQなどは、最初から1 

洗字の隊大なデータをもっていな 

けれはならないなおさら[こ、そ 

れを使いこなさないとkつたないs 

幼I、文章表現になってしまうわけ 

て-ある.このあたりか.，もうすて 

に、欧米諸国に比べて、ハソコン 
のスタートラインの璩うところ 

そのユーザーも、たくさんの事項 

を覚えないと使いこなせない 

まあ、キーホートアレルキーか 

なくなって、ハVコンなとを利用 
して受け身_報を得るというこ 

とに対してさして問題がなくなっ 

たとしても、相互通つまリ忮 

っている人がキーボードに向かっ 

て自分の意志を人力するときに、 

そ_用法がちゃんと把提されて 

いなければ、とうしようtない 
会社とか学校とかなら，たれか# 

しい人に間くこともできるたろう 

か、家にホツンといるお母さんな 

んかか、その使い方てハニックを 

おこせは、もうタメー、キヤーと 

なってしまう 

ハソコンはtちろんワーフロに 

もなるが、安価な使ぃ令すいワー 

フロかさらに普及し、普過のお母 

さんか.ちょっとした文章なとを 

二ちょこちょど入力して、さっさ 

とフリントアウトしてしIうよう 

な季節がくれは、ハソコンはむっ 

とおtしろい存许になると思う 

まあt音声合成入力にな-JちVえ 

はいいんたけとし早いうちに 

4口!1 罕づめ原稿用紙5枚程匣の文 ： 

窄1で、こ応藜< ださい&作品の ： 
1勺容霉资は,MSXマガジン碥％部 
t nなust呤堝甲衹亡は別の 

節こ.嫌、眺年氣賦 

'■[mをおlf: fのぅえ■封して 

くたさい.原噁闲mの1校巨のk 

切〖こちタイトルをこW入 < たさい 

職の結-t!本は(こ_醃の決強 

つた作品につきiEしては.嘴1!部 

よ舌でご進核いたし彥す..、免 
衷はMSXマカジンd月号以陴を予 

定しています〇また、などに 

uお答えできませんe 
さあもらつちゃおうせPv1SX2*N 

5台用恩しCありますからねJ 

:宛て先はこちら 
:〒1Q7-24 

:東京都港医南青山6-1卜1 
スリーエフ南青山ビル 
(株）アスキー 
IV! SXマガジン褊集部 
論文論文楽しい論文！係 



tなんとか1Q0 メートルはクリアー，ても、 
100,一 トルなんか対れVいよ、方,は• 

やっちやったよ. 

まあ、いろいろあるんですよ、 

上に昇れば. 

タイミングジャンプゲームがお 

好きな人には、お薦めであります 

できないと1いらいらするけども 

—も出来るって話. 

これも、一生ものの1本だと思 

うんたけど、私って年寄りかなあ.: 

でも、いいと思うよ、インべ一夕: 

一って今でも. 

マジカルツリ 

會！1ナミめ％ t古Iぺソフトめタイトルは， 

みんなこ4 4-ぞtなんたよねみ一んな 

れらのあいだをかいくぐってt木 

の頂上をめざしますんTすさて、 

木の頂上には何がある？ちいさ 

な木箱に入つたほんのちいさな幸 

せかし'らん？ ロマンチックな文 

菊省 < 柄じゃないわなあ.あはは、 
i 

UFOも23発目に出てくるし、その 

のちは15^目だしね.ああ、よく 

覚えているものと、感心してしま 

うわ、我ながらそnから，名古 

M带ちももちろん可能、レインボ 

ちょっと地味なケームかもしれ 

ないこのV7卜を持っているキ 

ミは、かなりのコナミ7アンとみ 

た。そうだろ、ん？ 

ゲームの構成はいたって簡単明 

m.主人公をジャンフさせて、木 

の枝から枝へと、ヒ3ンコシャン 

コビョンコシガンコと、多ら 

せて、木の上へ上へと行けばいい 

だけ.まあ、縦方向のスーハーマ 

リォ型ァクシ3ンゲームと申せば 

よろしいかと思います 

ただ> 跳んでるだけてはゲーム 

になりませんので，それはそれで、 

いろいろおじやま屋さんが出て< 

るわけなんですが、これがまたか 

わいらしいのったら、ありやしな 

い！ひ\ひろと降りてくるツタ 

のような樋物.それから幹の撤か 

ら様子をうかがう、ふぐろうそ 

スペースインべ. 

ち大一■— a,JL^ ' 1W—*** 

何も言うことはあyませんでし 

ようかの、インべーダーです 

ご本象の：？イトーさんのMSX版 

インべーダーって、二存じです 

か？今、中学生くらいの人って、 
■ t 
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ケー△センターで遊んだことない 
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のブラウン管が匡体（きょうたい） 

に組み込まれて、そのブラウン管 

の上にセ□ファンが貼つてある 

それで、あたかも上から見ると、 

色力H才いているように見えてしま 

うというわけなんか、今思うと、 

わびしくてイイナァ.俳句でも害 

けそうな世界である. 

このインベーダーさんは、本物 

に忠実に作られている300点の 
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Q/X —卜 

⑥KONANI 1BB6 

二のソフトをレト□としたら、 

やや怒られてしまうかもしれない 

が、ぼちぼちネタに困ってますの 

で1ここに登場させてしまいます 

Qパ—卜..くんで一す 

このケ^-ムをす.るたinこ思い出 
されるのは、知能検齑とか、クレ 

ベりン検査.この図形は以下の図 

形のどれと同じものでしょうか？ 

1987コナミtMSXn 

_1 r す一   ^JU* 

地図のたんぼの形みたいな図形を 

30秒で書けるだけ宵きなさいとか 

けっこう好きでしたけどね、私は 

そういうのたた\ひとっ気にな 

'ったのが、その結果をまったくそ 

の当車者に知らせてくれなかった 

ということ私の知能指数って、 

いくらぐらいだったのかねえ学 

校の先生だけ見て、ああ，こいつ 

なんてIやらされませんでしたか バカとか思っていたんでしよう 

§53の立方体trm-yたS:別.描えるのはv 

嫂!tナナメ乂どめ方向て上よいのて_す 
•■ポ■"ナス---テージを見畢全面クリマ- 

した ところ.. 午Iにこの丟逛かてきるか 
- 

妖怪探偵ちまちま 
W卵ボーステVク(MSX1'■ 

なんとこの、ユニークなネーミ 

ング，妖怪探偏ちまちま..とは、 

なかなかまじめに考えてても出て 

くる名前ではありません.あ、い 

やいや、ふざけてるなんては申し 

ておりませんよ.:，その昔はチンバ 

ン探偵とか、まぼろし探傅とかS 

いろいろありましたから（!？）。, 

主人公は、目ん玉に手と足が直 

妖裡保悄 

ヂ士 +土 
GNIMACHtMJl ^ ^rrrrrj }r J !.■ 

これがタイトルもめ裉しいというかなんという力 

接ひっついているという、一等身 

のオヤジ:こいつ、な"まいきにも、 

ひろびろ一へもへも一と、稍子の 

親分みたL、な請-導弾を発射する, 

あ、これVヒトダマか！ま、誘 

導強ということにいたしましよう 

それで，ぼっと出てくる妖怪ども 

を、その誘_弾でやっつけてしま 

えばいいわけ，ある一定数を退治 

すれば、面クリアー 

となる„設定とかキ 

ャラデザインとかが 

妙なわりには、その 

中身は意外な上に:t 

外がつぐほ^シン 

ブルなのた；s 

最初の敵はのっベ 

らぼうみたいなヤツ 

^だけど、固的重むに 

つれて海外からの招 

- -:--7 — i- 
-てこ 

メ a i 
£,i 
え3 
んン 
T ft 
し立 

-Jて 
今- 
ん こ 
t- n 

きっと: 

知能指数とか，どこかのお役所 

とかに行ったら、教えてくれない 

ものでしょうか？もう、この歳 

(30前）になっちゃったら、ミソも 

クソもおんなじだから、飲み屋で 

の話のネタにでもtちらと教えて 

<れてもいいのに〆 

さ一あ，くだらん話はここまで 

で、Qバートの説明,. 

立方体がいくつか画面に出てき 

な 
どか 
な 
か 

ますそして、左上に見本の立方 

体が出てきますその、見本の立 

方体と同じ状況の立方体を5つ並 

ベると、1面クリア™.面にちら 

ばる立方体は、そのうえから上下 

左右にジャンブすることで回転さ 

せて、見本のような状況にするこ 

とができるわけですよ.おじゃま 

な敵キャラもぶよふよと登場して 

きますが、パニックに陥らずにブ 

レイすnば、わりと锁單た•一い. 

待客が現われて < るのた％ 

っまリ西洋の妖怪たち。 

腿って、しかし.本当 

にぃるのだろうか？ 水木 

しげるの邊画とか読んでぃ 

ると、いかにもリアルで、 

実在のもののようにも思え 

てくるのだが，幸か不幸か 

まだお目にかかった:：とが 
ない—んむu >■愈いてい •これJマンノの於4のかな，もしかしたら’ 

て' 妖怪さんがこめM 7ガ 

読んでたりして、編集部に 

訪ねてきたりしたら、怖ぃ 

だろうなあ。はたして妖怪 
がバソ3ンを使うか？と 

ぃう疑問もわぃてくるが、 
妖怪だから、なにをやって 

も不思iiはなぃだろうし。 

でも、ぃきなリ出てきたら 

ほんとに、やだね^なんか 

妖i蚤？とかつまんないシャレぃ 

0ながら。 
このゲーム、はっきりいって、 

ものすご一くおもびろぃゲームと 

いうわけではない9しかし、やつ 

海外の妖泛さんt發壜 なんか氕味憑い 

ばり、忘れようとしても、忘れら 

れないんた•よね：やつば、ネーミ 

ングかなあ.それとあの、夕 

イトルロゴの文字のぐにぐに加減 

が網膜に焼き付いてるからかな？ 
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最近、おはが吉の中 
に名前がなかっfcり 
がキタナくて(人のこと言えなLAI 

ど}住所が不明瞭だったDでボツになって 
しまう人が增えてきている0住所、名前などは 
はっきり靄いて一本をとってしまおうじやないI 

ウイザ-ドリイ 
アずデZA増殖法 

クリムゾン 
に：ユージクt 

まずアイテムを持っているキャ 

ラをギルガメッシュの酒場に呼び 

ます.次qどんなキャラでもいい 

からダミーになりそうなやつも一 

緒に呼びます.そしてダミーキャ 

ラに增やしたいアイテムを渡して、 

ダミーキャラを外します次にア 

イテムを渡したキャラをボルタッ 

クにつれていきt迫で買物モ_ド 

にします。そして®を押して、売 

っている商品を3回ほどスクa— 

ルさせ、リセットかけます..もう 

一度ゲームを立ち上けれは、ふた 

りともアイテムを持ってますよ。 

宮崎県村田省一 

■■■ 
3. 4囡冏品をスクロール？せるのじ. 

やつほ一、オイラはあのクリム 

ゾンのミュージックモードを発見 

しましたよ一ただしROM版でし 

かできませんので^主意してくださ 

いね：マシンを立ち上けるときに， 

[M::、:で、:Xのキーを同時に押して 

いますBそうすると、なんと！ 

音楽と効果音が自由にセレクトで 

きる^みゅうじつ < てすたあ&とい 

う画面になるぞ！ 

そうなればPSGとは思えない素 

tちょっとさc/しい画面た‘が，二れが， 
ミュージックモードの興涵なのた', 

哨らしいサウンドがあなたの思う 

がままですよ！ 聴いてみてね 

檇浜市村田琢 

W^EL 
ドバッグ 

スタu/フ®デジSずス 

ラスト•八ルマゲドン 
あれ？死/uて®い 

ぼくはフイードパックのスタッ 

7のデジタイズ画面を見ることが 

できました。2度めのエンデイン 

グが終わっても、しばら < の間、 

そのままでいると、なんと、ある 

メッセージがでてきてスタッフを 

見ることができるのて•すちなみ 

にぼく Uこのゲームを3日で解き 

ました。これからもどしどしJS3S 

しちやいますんでよろし<ねん！ 

東京都岡本勝幸 

な グ 峰 
リ を Z 
ム 見度 
ズ ら め 
れ の 

の ェ 
だ か ン « F デ 

4 

か ン 

Aこ 

1の 
作人 

つた 

たち 

;ラスト，ハルマゲドンで，聞の 

魂~というアイテムを使hずに、死 

んだモンスターを生き返らせる方 

法を発見しましたので報告します 

その方法には、シXルキーという 

厲法が必要なのですよ、みなさん:, 

本来、シェルキーはモンスターめ 

H P®復しかできないはずですが、 

戦關中に死んだモンスターにかけ 

ると、生き返ってしまうんです！ 

ちなみに生き返ったモンスターは 

戦闘が終るまで画面に表示されま 

せんが、ちゃんと戦ってくれます 

よ! 

新潟県倉沢隨介 

シiルキー仍魔法をかければ大丈夫. 
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キミも苞段敍目椹せ! 
このコーナーでは，MSXヶーA 

のウラ技、mm,マップ、イラ 

スト、その他、何でも游集してい 

るぞ誌面に採用された人には全 

畏、1,000円分相当の全国共通図 

擔券をプレゼントgtz.技の切 

れ味に応して，一本（ 5点)、技あり 

(3点)、有効（2点>v効果（1点)< 

教育的指導(一1点)のランクに分 

けられ、それぞれの点数か加箨さ 

れる 5点取れは、有段者とみな 

し、市P月のケームソフトの中から 

好きなものを1本フレセントする 

得点は記録されていくのて•、とん 

どん応騄をして、キミも有段者を 

目指してほしい,， 

ヴ1ラ罕ネ今ス2 
磨クス 
v1—ム由tmず於-でをかけ3 

®フル 

LARG19TH 
，け：一 

@ス宇—ど文キV” 

!neme_sisJ 
蛰鳟明幟松 

MGTAUOKJ 
と A力し(ED^ ,tP-T^ M 核! 

1•卜.D r.V.ベ J 

州々'1法^!^速丘备崔山& n I 

郎 o3-^et-tS2¥ 

S—市エンジンて全コース制 
まず、なにもデータの入ってい 

なL'PACから、データを〇— ドし 

てください.，そして、ちょっと画 

面が/てグるけど我!髮して一度L-— 

mi 

スをすると、次からターボエンジ 

ンが使え、さらに金コースを選択 

できるようになります。 

福岡県平河康徳 

ああ名月P!? 
ちよつと変わったウラ技です。 に'^本のぎを感じますね， 

hiつとバグるけどmにしないよ-に,: れて•全コースをブレイでさるね 

MSK M$X2, MSX2+いずれの機 

械でもできると思います.•. 

まず1電源を入れてくださ 

いBASICが立ち上がりま 

すね^そうしたら、おもむ 

ろに rSHIFT]と[GRAPH] t\2\ 
■ ■ ( 1 " ™ BIBianfU JI' -1-liJX B L, iL_ m 

のキーを同時に押してくだ 

さい。するとどうでしよう。 

美しい'^月"ならぬ4万月〃 

が拝めます。う〜ん、まさ 

東京都山口隆久 

.圖Eliを見ているだけて' なんだか心ゲ洗われて 
いくような…，"二とは铯対[二ないまったく. 

ウイング7ン•スペシャル 
〇!て無敵尼〜! 

みなさん、二んにちは私は、 

あの:ウインクマン.スペシャル.; 

の軤閼シーンで絶対に負けない方 

法を見つけました：：.やり方はとっ 

Xもカンタン。_中ず一っと力 

—ソルキーの下を押している、つ 

まり、しやがんでいればいいので 

す.そうすると防御の姿勢になっ 

て.まったくダメージを受けな< 

なリ、そのまま放っておくと、敵 

が月#【二自滅してくれます，けっ 

こう使える技だと思いますので、 

ぜひ言式してみてください。 

山形棋奥山勇司 

會ハイ.この姿勢ていればもう安心です. 

ーパ-ランナ 
ステージOS発見! 

「スーパ—ランナー/でまぼろし 

の0面に行く方法を見つけたので 

報告します。まず、対コンビュー 

夕戦を選択します，そして、次に 

パス17—ドコンティニューを選択 

して、20面をクリアーしたときの 

パス9ー ドを入力してぐたさい。 

するとどうでしょう。見た二との 

ない0面がプレイできるようにな 

るのです。この面はとても難易度 

が阁いので、ぼくは一度もクリア 

_することができないでいます。 

ぜひ挑戦してみてください。 

新潟県原田成司 

■--»< 114291W 4 9 L. mU'imt j mmmm 

私…— _ 

やつばり4钵い男はモテるんですねえ 會おおつ，これがステージ〇だったのか- 會キリアーすることができるかな？ 

Vfc—-T — 

I nuu “ 

f： 

. Wi MSXパソコン グレイテストドライバー 

はがきの書き方 
¥.桊京都垮区商t山仆 

セ ズリ— Hフ山t'ル 

;0;i敝 P フ it — 

,Msx fvrA A編^^ 

««りf本』係 

11g— 
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，パーフエクトトライアンクル大阪府清水昇 

め 

♦ZEUXER 
♦ THE AMAZIMG PUNCHER 
争遊びにぉいでョ〖SUPE的1 
♦ AKITA M,P, 
♦DURAIBA 

東京都吉田孝宏 

岐阜県松井研一 

富山県村中聡 

秋田県細川竜太 

福岡県末永仁志 

アドベンチヤーツクール最優秀作品 

吉田工務店データ集Vol.2 

■ ^ 

卜■:;Tdq 
' 

.:ヌ 

#奪コンストラクシヨンの野望 

田ェ 
アドベンチヤーツクール 
鼸秀作品発表! 
MSXマガジンでは、これまでに『アドベンチ 
ャーツクール』や『吉田工務店jなど、いろい 
ろなコンストラクシヨンツールを提供してき 
た。それらのツールは、読者の手にゆだねら 
れ、ふたたび、我々の元へと帰ってきた。我 
我の想像をはるかに超えた、コンストラクシ 
ヨンの野望が、いま、解ぎ放されるのだI 

吉田工務店テータ集Vol.l 
愛知県 

^ EnDeen 青森県 

命AnotherDimension 東京都 
#2001 兵庫県 

♦灰色の生物群 東京都 

田代仙也 

沼田晴子 

田中周幸 

渡辺哲也 

浦尾武利 

コンストラクシj め1トパ133 



吉田工務店f 
吉田工務店,,でコンストラクシヨンしたゲームを応Sしてく 
れた人のパワーには、吉田工務店を世に送0出した当の我が 
編集部でさえ驚いてしまった。それほど応募作のレベルが高 
かったのだ0今回、たくさんの応募の中から、とくに優れた 
作品を集め吉田工務店データ集』としr発表することにした。 

〆バ .レ於とン '■々や.-'.:ムン 

r ’ ： 、人■ごじ-:1 
— ..__ 

‘ ■ TftSI 
H. NUI 

H：TROII 
.隊 

H * TANAKA 

作者か6ひと 

愛知県 田代仙也 

ェクゼは、全体®色の八ランスが 
少しおかuいところかあるのて、今、 
手醞ししrいるところなんですよ* 

吉田工務店のよラな，面白いツール 
があれは、また作ってみたいですね〇 

ェグゼ 

目をみはるクラフイツクス 
ます一番<二紹介するのは、ェク 

セこの作品の特徵は、何といつ 

てもグラフィックの美し？が挙げ 

られる画面を見てもらえばわか 

るとおり，非常にきれいなグラデ 

—シヨンがかけられていて，とて 

も見やすく、ていねいに作られて 

いるのだここらへんは作者のセ 

ンスの良さを物語っている 

ステージの梢成もv細かい気配 

りがされており、例えは1面の最 

後の画闹て、次の面の舞台てある 

炎の惑星を登場させるという1曾い 

演出を見せているまた、炎の面 

から一軺して氷の面を持ってくる 

ことでIフレイヤーに次は何がで 

てくるのか，と期待させてしまう 

ような見せ方もうまい. 

発進！ 

會大地[二霣い，薄が映える.，突しいクラ 童炎のク）？ーシヨンが关しいたた‘ 

フイメ:？ ¥Lやすいのb好感fri4て* iff榀復か少し典いのか妇点かもね 

«—れして冷たいイメージがたたよう _フッフを嗷椎にFザィンししa面は. 

3面二のあたりのfi成はじつに見审 7,イデアめ科利やればでさるのた 

要塞内部 

t n 爱基内へ突入ストーリーほを^たサるこ！；「成功している作品たろう 

ゲー厶にストーリー性を持たせ 

ることで、こんなにおもしろいも 

のに仕上げられるのか、と今さら 

のように実感した作品であった,. 

なかでもフツブのデザインの出 

来は茉晴らしぐ特に4面の巨大 

戦艦はマツフを戦Mと見たてたァ 

イデアが光っている..： 

他の作品にもステージ全体が戰 

檻[こなっている、というものはあ 

ったが、見ための美しさで：:の作 

品にかなうものはなかった 

また、最終固の要塞内部のシー 

ンで、背策てあるファンがくるく 

ると動！いているのむ面白いつま 

り、本来赖キャラに使うはずのハ 

ターンを固定キヤラに設定して、 

菏晋の一部にしてしまっているの 

だ敵を背飨に使うという発想の 

軺換によって、このような作品b 

作れてしまうという見本だろう 

敵キャラクターを上手に使って 

いる点で見逃せないのが、キャラ 

クターをつなげてレーザーのよう 

に見せることによリ、あたかも敵 

がレ™ザーを出しているように見 

せる演出。 

マッフだけでなぐキャラクタ 

—の色づかいも美しい，ボスキャ 

ラなと\限られた枠の中でよくこ 

二まで描いたものだ，アイデアと 

センス次第て、これだけ良いもの 

が作られる、ということをiiE明し 

た完成度の高し、作品なのた 

134特集コンストラクシヨンの舒澄 



#>舞コン;Usラクションの野望 

作者からひと 

青森県 沼田晴子 
え一つ、私の作品が赛ばれたんで 

すか7ウレシイな。今.岩手大学 
に遇つている©で、大学の近< でひ 
とり注いをしてます。両親に1入® 
したことを教えてあげなきゃ， 

エンデイー 

とつてもメルヘンチック 
ある日突然，神様の性格か惡く 

なつちゃつた！おかげでカワイ 

イ妹をいけにえに取られてしまっ 

た主人公は，ひとりて，神様に戦い 

を挑んだのであった…… 

ユニークなスト_リーのこのゲ 

-ム、殺は’つとしたイメージの作 

品が多いなかで、メルヘンチック 

な弊囲気かとても魅力的なのだ 

二の作品の良いところは、しっ 

かりしたストーリー設定にもとづ 

いてゲームが展開していく点て.あ 

るシュ1ティングゲームにどの 

程度ストーリー性が必要かは意見 

が分かれるところだが、少なくと 

もあるとないとでは感情移入の度 

合が逵うというものたまあ、こ 

のゲームのスト〜リーは胬高に良 

<できたすばらしいものだ丨と 

までは言えないかもしれないが、 

その出來は十分に評価 

できるa 

作者の沼田喑子さん 

は、岩手大学へ通う女 

子大生本誌や□クイ 

ンにたひたひ楽しいお 

たよりを送ってきてく 

れるのだ.，そんな彼女 

が作ったゲームだけに 

だれでも楽しめるよう 

な明るい感じにイ士上か 

っている。 

んなメルヘンチックなステーシが 

たくさんキミisクijアーてさるかな7 

會二いて>】キrラのひとつの孩々 
妙Iこ写其的て-氕拷ち弗かったりする 

— 

雇一 3j]JJ 

■兄妹の芒妇的 
な再会シーン 

なんとなiノ t 

れは秘密でT. 

を思い出させる 

SS%SSVSSSV^S^VSVSSSSSSS^SSSV^VVSSSSSSSSVSSSSS^%SSVSSVSSVSSS^ 

MOTHER 

異次元 
ElteHSIQIi . 

VOSHIPfl OOHMUTEIM 1388 

アナザーデイメンシ 

驚異の高速スクロール! 
この作品のなんといってもすこ 

いところは、画固が超商速てしか 

も二蚩にスクロールしちゃう点だ. 

「あれ？吉田工務店でそんなこと 

ができたっけ？」な〜んて思う人 

も多いたろうもちろん、吉田エ 

務店に(i基本的にそんな機能はな 

いでは、どうやって実現してい 

るのた—ろうか 

答えは簡車敵キャラクターの 

スフライトを背景に見たてて、上 

から下へ規則的に高ぐ掛多觔させる 

二とによって，疑似的に萵速二;r|j 

スクロールをしているように見せ 

かけているめだとても単純な方 

法だが、これても視覚的な効果は 

■宇宙窆問を訝台とした，超高龙スク□ 
ールゲームとにかく速い，速いf 

*なかながメカニ-ンクて奇抜なデサイレ 

<?>ホスキ”ラ迕攻Tfflすのた！ 

作者からひと 
X 

東京都 田中周幸 

なかなかのものたったこれだけ 

のことで、阑面に奥行きが感しら 

れるようになるなんて、人間の目 

はけつこういいかげんなものであ 

るこの方法を思ぃつき％なおか 

つ実践した作者はたいしたものだ 

さまさまな制限のなかでv与えら 

れたお決まりの使いかた以外の活 

用法を見い出すことは容易な二と 

て-はないそれをみごとにやって 

のけただけでも，十分に賞Mに値 

會t ?おり*このように习耖砘囲かせ1 

くな-”Tいると二ろかある ! 

しつは、この作品0他！!二八スタ 
一卜といろ自费かへLIコブター© 

作品も応霉したんrすが.そちらの 
ぼラは落選ですか7ま3^ひとつ 
でも入遇したんでラれしし1■けと、 

するだろう:. 

各ステージの攝成もなかなか良 

くて‘きている宇宙空問を基調(二 

したグラフィックも、美しいf士上 

がりだたた \せっかくの高速ス 

クロール、ゲーム内容によリはっ 

きりと生かされるようにすれば、 

さらに農い作品に仕上がったであ 

ろう細かい点だが、全体的なゲ 

—Aパランスも悪くないだ!すに少 

しだけ気になった 

*喊1§の梆利をたたえるエンディング® 
S ハイロ •ノトの：t邸がすがすがしい 

特集コンストラクシaンの抒望135 



作者からひと言 

兵庫県渡辺哲也 

しっさいにケームを作り始めてか 
は50間て仕上けました9徹夜で目 
在チカチカさせなから' 涵張った甲 
笼がありましそれ以前に祸想を 
練っていた期間かあ0ましたけとね。 

バラエティー多い敵キヤラ 
通m兑の_獅槪を操り、钱ぃか 

かる敵を择破しつつ、瞰基地を破 

澴するそんなシューティングゲ 

ームの王道をつっはしる作品が、 

この3001tzこの作品をフレイ 

してみて思ったことは，ひとつひ 

とつのキャラクターのテ•ザインは 

かなりうまいのだけど，それを全 

体の中て見ると、各キャラクター 

がかすんでしまうという点また、 

ゲームのシナリオ部分ti統—1生が 

ないのかちょっとmになったた 

とえは、メカメカしい敵かいるか 

と思えばtいきなりタコが関って 

きたりするなどまあ、そういっ 

た部分がよいという人t>いるのて、 

現に悪いとは言えないが. 

それから，ゲーAの雖易度につ 

いてこれは吉田工務店の応募怍 

すべてに言えるのだけど、ち乂っ 

と.雖易度^定が高すぎる気かする 

まあ' ケームを作り、テストフレ 

イしていくうちに自分の腕も上か 

っちゃって、自然に雖易度が上か 

っていた、なんてめはよくある話 

だけどI難易度はある意味でケ_ 

ムの命でもあるわけたから、ょ一 

ぐ;主想して作ってほしい 

いろいろと■い部分ばかり害ぃ 

てきたけど、よい部分だっていっ 

はいあるのだます背景キャラの 

テザインがうまいこと 1固のヒ 

ラミッドや鉄の柱のグラテ'—シヨ 

ンは見車といえるまたtボスキ 

ャラのデザインもグ〇さを強通し 

ていて、なかなかのものた飛ん 

でくる$失|反/^<るくる间る自盼は 

定慕作の中でいちばんうまいぞ 

會二れは1面た1匕.ラミフドが馎を由し 會こ扔ゲーム[二はスト_リ”なんてい 

てくるあの枝には気をつけよう ひたすらなら！ Cれはぃぃのた！ 

■出た！ .. nかホスキvラた启王ヶ 

£ってレ戈らしい力7イイよね 

灰色の生物群 

モノトーンが美しい! 
二の作品のイメージは、アーケ 

—卜で人気を得て、MSX版でも 

発売された'"'ダーウィン"というケ 

—Aのイメージ.奇形生物に占領 

された基地を取リ戾すため、自機 

を操り、敕を破壤するゲームを 

色で表せば、まさに灰色この色 

•奇形生埤をやつつけろ彳角の11土き出 

す锑かなかなかそれつぼくてよい 

#:4右に.f?しながら传を出す淺ろの 
ノウi vはいつたいな•んなんだ？ 

がビックリ当てはまる作品た 

この作品で注目してほしL、部分 

it,全ぐおの棼囲気作りのうまさた 

教の繫ち出す强のテザインから、 

£謂さnた::毎上都市、砂漠基地に 

Sかれこ意味不明の文字こうい 

った_かい部分の雰照気作リがし 

つによくできているのたまた雪 

上基地の迷路のような運物の中を 

敵をかわしなから進む所は、なか 

怿者からひと 

東京都浦尾武利 

敵の攻SIをあまり強<せすに、力 
ンカン八ワーアップできるよラにし 
ましたaやはり、シューティンクは 
気持ちよ<なけりやね。今は大字の 
アニメーシaンサークルで大忙しc 

なかのもの.難易度適度て\フ 

レイIていてサクサク進むぞて 

も残念なのはキャラクターデザイ 

ンが今一歩なこと碗かにMSX 

のスブライトは制限も多いが、そ 

の制限を乗り越えた作品も数多く 

廉ている敵キャラクターのアニ 

メーシ3ンなどsよ < できている 

のだからt今度はスフライトの部 

分を凝ってみてほしい 

會ついにK終決n Fにいる女性のよう 
しキ1.ラクターはなにt_のなのか！！ 

■オペレーシュ >1；7 いままでの苦ち 
かitパ，-沿の,ように,忠41てゆく. 

あと、瞰キャラクターの色をわ 

さと少なくして、ゲーム全体のィ 

メージをモノトーンにするなど、 

小技か光っているボスキヤラの 

テサインら応弊作の中ではかなり 

上級の部鼎こ入っているそ—メカ 

と生物か混さりあった生物兵器の 

感しかよく出ているのだ 

ゲームの核たる部分、雰囲気の 

演出効果が応募■作の中で、锻もう' 

まくできている作品じやないかな 

13fi1寺蕖コンストラクシaパのitf逆 



•德コンストラクシヨンの野望 

吉田工務店テ■夕集VoL2 
続く吉田工務店データ集のVoIPはゲーム八ランスを重視し 
たという点で評価の高いゼライザ—ほか4本を収録。もち 
んVol.lに負けないくらいの優秀な作品ばかりだ。いままでg 
もれていた才能がコンストラクシヨンツールを手にしたとき、 

コンストラクシヨンの可能性が見えてくるのだ|! 

■2 A^AZIMSi リ麗里L扇* 
h SuPer <§^ir 
|4 Mil舰.乳 

Pfpvffp-ngnppprmm] 

K, HATSUlg 

€>HSM>MAGAZXNE sopthar^ 

ゲームパランスの見事さ 

作者からひ 
T 

東京都吉田孝宏 

VW.?でます最初に紹介するの 

Us編集部でも高い評価を受けた 

ゼライザ_だこの作品はクラ 

ツールを自分のも®として便いこ 
なTよラになるまでか大変でした。 
近いラちにMマガで応辱作を発表す 
ると轚いてあつたんて、あわrr応 
筠しましt&間に合ってよかった。 

、、要をJ見わしてくる、という境成 

はなかなかのらの 

.また、ポスキャラの難易度のバ 

♦スマ.一.:.S .終の惑31サラマンタ •ステーシ1の‘卞义Lih大7‘t狼i，, cn 

一<火瓶の]卜ね）がMつてぐるそ ボスだから切■.に刮せる一--かな* ? 

フィVクのセンスもさることなか 

ら' ゲームバランスが他の作品と 

比べずばぬけて良い 

しつはこのケームバランスとい 

うのは、ゲームをつくるうえでも 

つとも亟要な部分「ゲー厶バラン 

スを持に時間をかけましたjと作 

者も語るだ;tのことはある作品た 

フレイしてみるとわかるがKス 

テージごとの靴易度が絶妙テス 

トフレイを何度もした努力のあと 

がうかがえる一作てある 

グラフィックのセンスもかなり 
商いレベル特笨すべきはステー 

シ2のモアず序賭U何のへんて 

つもなかつたモアイ像が、先に進 

んでいくと次第にそのメカメカし 

ランスがしっかりしているのも好 

感が持てた他の作品では、たた 

敵キャラの耐久度を上げて難しく 

しようとしているものが多かった 

が、この作品はマツフに隄害物を 

設け、フレイヤーの動きを制限さ 

せることてうまくバランスを保つ 

二とに成功してし、た女?0JjTあろう 

たた個々のステージの满成し 

っかりしているのだが，全体を見 

(Eすとステーシ間のつながりがう 

すいのか気になったストーリー 

性を持たせればもゥと素啃らしい 

作品になると思う. 

二の作品をフレイして思ったが、 

ゲームノ(ランスがしっかりしてい 

ると、これだけおもしろ < なるの 

tステー•ン2 uモアイか1碣たんだん 
モ.アイの’の.备かあ[iケれ-〇,ベの.r- 

STAGE3 

_ステージ3は！？ザ内部へ突入す办〆- 
> いろんな付讲けもいつはいたそ 

■最後はすぺてメカモアイc こめH 
な奪曲気はゼライザーならて(i 

STAGE4 

*—軚してステージ4 U地昀スアーノ[_ 

%物めような.キモチ洗，かいい•.りf: 

か、と实感した巨に見えない部 

分だからこそ、审要なのた 

畴*铲スr- :-:;J, 
「a]しく础抱曲キ 
"ラク，— 
ら熟.さ!.1匕'カイチ 
とS友るスコイ 
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»腿棚 岐阜県松井研 

変化に富んだオモシロサ！ 
時は未来かってっくば万博で 主人公の武器も、パワーアップ 

によりワンカのビームや星形ミサ 

イルなど、かわいらしいものばか 

りまた、#バンチャーのタイト 

ル通り、前方弾を取ることによっ 

てaケットハンチを発射でさるよ 

うになるのだが、こいっがなかな 

か強力大きくて命中率し高U吉 

谢吏える武器になっていて楽しい 

吉田工務店の応募作の中で.こ 

の作品ii雅易度のうまさ，グ 

ラフイックセンスの高さが目をひ 

き、選Uれている：全体のイメー 

ジを言うと、とてもマンガチック 

ボスも巨大ガニやオバケいも虫、 

i玉台J1などバラエティ_豊かだ。 

1ドットごとの影などにMるよ0 

电全体のバランスを霪視して作りま 
した家の近<にサン苺子と1いろソ 
フト八ウスがあって，そこの人にち、 
見て％らったりしたんですよ9 

摩わつとvレ.ーザーを轚…てさたそ 
わぐらいかわせな < ち <へね 

出典？れていた、水耕:敕培のトマ 

卜の木は、あれからさらに大きく 

なって、ついに地球より大きくな 

ってしまったその巨大トマトは 

成長したぅぇに知能までつけはし 

めてきたのだ！このままでは卜 

マトに1概$が占領されてしまう1! 

我らの地Iを守るため、開発され 

たばかりの最新式ロボットで巨大 

トマトを倒すのがキミへの指令 

アメイジングバンチャー.：はそ 

んな卜•タパタしたストーリーで始 

まるグラフィフクのセンスも铍 

群だし、キャラクターもどことな 

とぼけていてかわいらしし 

，る 

i■ホネmr*»"^ {リ柹けるステーシ2 

ハヮ—アッ7(iとnにしようかな？ 

SSSSVSVSSSSSS%^SSVSSSVSVVSVSSSWWSSSSSSSSSSSSVSVSVSVSSSSV^S 

富山県村中聪 

いままで、BASICぐらいしか、や 
ったことなかったんですけど，S休 
みの間を使って、このケーAを作り 
ましたe音楽などち自分で作れるよ 
ラになっていたら、よかつtなあ〇 

遊びにおいでヨ ス ーノ、.一 Q 

凝Dに凝ったドット絵 
1モアイた！ ホスにモアイを使うなん 
てコナミみたいた[Tと，カフ3イイせ！1 

.超大蝥そIV機ぬ货堪たホスのアイテ 

ァか7ッ飛んていて.面白い. 

yiM* 
衰 嶽 .■摩 

•エンティンクもモアイ背聚の夕日か ここ 

哀愁をjわでる费しいクラフィンクた 

お兄sんu信じてまし/■= & ▼•バ 

會M才力の3中か「わわ_』と蛣いた錢 

たけっこう凝4 ±ぐつているのた 

:n 
I ?| IJ B IT1UR A 

1Jというタイトルからはこの作 

品が一体どういうノ 0なのかは、 

ぜ一んぜんわからないおそるお 

そるスへースキーに指を触れると1 

妙なタイトルからは思いもつかな 

いデキのよい作品だつたびパご¬ 

この作品の キャラクターのドツ 

卜絵はかなり凝っていて.ビーナ 

スの像みたいのや戰遮、ザコキャ 

ラなどなど美しくゴ士上っている. 

ここまでトツト絵を描き込める人 

は、そうはいないと思う 

時間と根気を齊やした力作 

といえよう.自分で锻初か 

らシユーテイングゲームを 

作るといったら、途中て狼 

け出してしまいガチだけと、 

こういったコンストラクシ 

ヨンソフト广吉田工務店.などがあ 

ると、一体ど二に隐れていたんた 

ってくらいドツト絵の上手い人か 

たくさんいる二とを知ったのだ 

このスーパー◦1も例外ではない 

要所要所のグラフィックのクラテ 

—シヨンなんかがキレイで、セン 

スもある敵キヤラたちもコミカ 

ルなものが多く、なかでもティッ 

シユへーノ、一の箱は爆笑ものたっ 

たのた'.-難易度も全体的にやさし 

<,前半はカンタンで後半のほぅ 

に行けば行くほどムスカシくなっ 

Tいる.これは当たり前のことな 

んたけど、応弊作の中にはいきな 
りムスカシいけとハワーアツフし 

てしまうとカンタンすぎるといっ 

た作品か多かったのた.落選して 

しまった人はコレか原因なの 

n « 1 » 1翁‘ I 

哉部ポ 

遊ひにおいて三 スーパーQ1(オーワン) 

遊びにおいでヨ/ 

QPfQ 之 

フジ 

アメイシンク八ンチヤ 

THE 

PU 
作者からひと言 
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#勢コンストラクシ3ンの野望 

AKITA 

秋田県警の物語なのた! 
二れは面aい！とmマガゲー 

マーがぶつとんだ、'AKfTA 

なんとゲームの設定か 1 火田県粱の 

お話という、アイデアのよさフ 

ツーこんなの思いつかないよ 

ストーリ_は、ある日分隊長が、 

「新®戦_かンミュレーションを 

手に入れたそ-!」と、手にしてきた 

のがコレ.，自概である"ストーキン 

グバーrを操絡u &つの状況設 
定の中で自分のシューティングの 

除を磨くのた作者の細川くんは 

手の込んだ設定資料なども同封し 

てくれていた，イラストや状況設 

定などがこと_かく寄かれている 

こういつた設定資料とかがあると, 

ブレイする人もそのゲームの世界 

観がつかめて面白いよねこれも 

ひとつのアイデアなのだ、 

面横成は、1面が秋田市上空， 

これつTホントの秋田市を譽考に 

してるの？どうなめ卿1|くん 

2面は男鹿近海実在す会フィー 

ルトつてイイんだわスバイスが 

t免通！！フメ〆山川は、—の汝すくわ 
べに当！:っT茈に1したわすか3fよて 

作者からひと言 

秋田県 細川竜太 

前々からゲームを作りたいと思っ 
こました。この作品は以前に描いた 
自分のマンカが原作なんです。ちょ 
つとした小さなフログラムだったら 
アセンブラで組むこともできます& 

効いているってカンジよぉ一く 

画面を凝視してみると、海がよど 

んでいるのだ.手が込んでいるな 

あ3面は仁別上空て、森に囲ま 

れて身觔きがとりにくくなってい 

るぞ4面、夜の秋田市上空なの 

だが、スゴくキレイたまさか夜 

1を作ってくるとは思ってもみな 

かった.ここまでの難易度はちょ 

うどいいねしかし、5面であ6 

敵基地内部は急に難易度が高くな 

蠡二tに-しホントの狄田布上至を4 ■了 
ルにしたの？ た：.たら/コイね. 

つている敵がカタイのなんの、 

カタクすればいいってものではな 

いの1気持ちよくプレイ出采る 

のがホントのゲームなのだから 

■ヶ—厶ハランズかほとJ：いのて好恶が 
もてたシ；一于1■ンクはブ〈ラ■〆スた 

售二こが籲終® それなりの霣囲贵があ 
v xよか ' たなしかし、拓ケカタイ！!_ 

1 

mmm' 

■圍 SliJG3s 
QHfl bMHITOSHI SUEtlA&A 

作者か6ひ 

福岡県末永仁志 

今1就職活動であっちこっち、飛 
び回っています。ほんとゲームとこ 
ろしやありませんよこ_なったらh 
アスキーさんでもいいや&ポクを® 
ってくれませんか7なんちやって5 

ふイバー 

サイバーな感じだせ 
いく、というストーリー. 

自槻かロボットというめかイイ 

今まて'の作品て'は、ほとんとか戰 

會メ？リックな膠したなかなか演出が 

姑-::ていて楽L1セてくれもmt:. 

tここかLし蚶龙霪へt突入t Xいくのた 
対の均ルか:;^二-松し < 4 •てく &そ 

•デュレイバー」、カッコイイけと' 

何か意味があるのかと思ったら、 

作者の末永くんいわくたんなるあ 

て字で特に意味はないそうた 

画面構成もキトキトのメカニツ 

ク調で、サイパーな感しのこの作 

品、主人公はカッコイイ□ホット 

に搭乘u敵のm中へと突入して 

翻機だったのに、自機がロボット 

というのはめすらしいね中盤敉 

では敵も良けじと□ボットを出擎 

させてくるぞ.. 〇ボットは2キヤ 

ラぶんを使って描いている 

他にも、竜のようなロボットと 

か，アイデアm発といっtzカンジ 
たった迫まリくる巨大敎^や、 

エイリアンのお腹の中のようなス 

テージと、かなり手がぶんでいる 

けれど、行き止まりがあるのはよ 

ろしくな•い与ラき止まりのように 

見せかけて、しつは通れるという 

ところもあったけど、要塞内では 

キビシー作りになっている 

でし葱外と復活がカンタンな 

ので、ゃリ込めばフツーの難易度 

のようたかなりバランスのとれ 

た作品のひとつだった 
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アドベンチャーツクールの最優秀作品に題ばれたのはパーフエ 
クトトライアンクル:。アドベンチャ_ゲームはシナリオが命0 

の作品は4つの章から成り、とにかく楽しませrくれるのだ。 

パーフ1クトトライアンク•ル 

コミカルでちょっと纖的な恋の三角圍係 

*アルパイトの金か入ったのて、お為を飲んて、歌- 

て，H大ID これか爭件の発;iたったのた 

次の第2裔をa— ドす 

るようになっている。 

かなり長い作品である 

にもかかわらず，途中 
Tフレイヤーをあきさ 

せることなぐ逆にプ 

レイヤーをゲ_ムの中 

にひっぱり込んでいく 

エンタ'―テイメント 

な作品として、文句な 

しに最i憂秀作品に決定e_ 

目覚めのとさ 
それではパーフエクトトライ 

アンダ/レ.とは、どんなアドベンチ 

ャーゲー'ムなのかvちょリっとだ 

けストーリーを説明しようあま 

リI羊しく紹介しちゃうと、自分で 

ブレィしたときっまらないから、 

ほんのさわりめ部分だけ. 

あなたは、割のいいアルバイト 

のお金か入り、友逵とお;sを软ん 

でいる.歌を歌ったり，踊ったり, 

ちょっと欧み過ぎたみたいそろ 

そろお開きにしましょってな具 

合で象に蝻るMすがら、酔いがま 

わっていたこともあって、何かに 

ドカッとぶつかってしまった. 

気がつくと、朝になっていた。 

でしよぐ見ると、自分の部屋じ 

やないみたい昨日、飲み過ぎちゃ 

って友連の家にでもころがり込ん 

だのかな.そ一いえば、昨日、家に 

味る途中%何かにぶつかったよ一 

な気がするけど、よく覚えてない 

部屋の中を見わたすど、キッチ 

ンに通じるドアがある窓にはか 

わいらしいカーテンがかかってい 

て、ドレッサーもある，どう見て 

も女の子の部Mというカンジだ 

ふと、何気なくドレッサーをのそ 

き込むと、かわいい女の子かいる 

—I録あっけにとられて、後ろを报 

り向くが誰もいない,.ということ 

は、このかわい子ちやんが，わい、 

いや俺、いや私なの？というわ 

けて、何がなんだかわからぬまま 

に、朝、目か党めたら、あなたは 

女の子になっていたのだ， 

部屋にある机の引き出しを調べ 

ると学生!]Iが見つかった，それに 

よると、わい、いや俺、いや平Aは 

。けい〃とい1名の大学1年生とい 

うことになっている 

Tドベンチャーツクールを使え 
ば，誰でもカンタンにアドベンチ 

ヤーゲームを作ることができる 

とは言うものの、誰もか固0いア 

ドべンチヤーゲームを作れるかと 

ぃうと、そうでiJない.やはり、 

アトべンチャーゲームはシナリオ 

が命ゲーAを作る以前によく練 

られたシナり才があって二そ面白 

い：？ドベンチャーゲームが出来上 

がるのだn 

また.、アドベンチャーゲームの 

しかし、亡れがストーリーの流れ 

の中で必然性のなし、謎だつたり、 

作者のひとりよがりな謎だったり 

しては、ゲームをするほうとして 

は、たまらないa 

その点.紹憂秀作品に選ばれた 

■バーフ:zクトトライアングル」 

はシナリオがよく練られている上, 

讁解きにも無理がないそして、 

なによりもゲームをしていてI楽 

しく、面白いのだ 

ハーフェクトトライアングル： 

場合、難しぐしようと思えばいく は、第1贲から第4章まで、4つ 

らでも難しぐすることができる の啻から成り、第t登が終わると 

巨が覚めたら 
1M細 

‘おど5く 
;なんか芎备 

かが*(こうつ仅垮，ちゅう 
ことにちるやないか』 

右どろく 
a ベ.，？ ％ 

嗥二らこらいくら 
s分の偉たからつて、 
他入の体たそ<?丨 
そんな二としたら，I 
想じてしIうTUな 
いの AU一ん！ 

参吕か覚めf.(ハ女の子 
{二なっていたなんてう 
らゃiし..じvなか 
つたこリサ，一大事 
カフ？}の不条i¥の世矜た、 

]かんが免る 
2 
3格Amる 

ど■う，る1’笮A的る 
泛：ふぐSめぐ 

まだめで节か為すぎね尤 
とろとう：?，リ，イとってし疾い*しft 

芒w? _ 
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#舍コンストラクシヨンの野望 

倉出ました* ■リーさんの羊じな\て. 

正真芷|^いかに（;宽Sそ，なお.fltaん 

しゅん’ち0んもカワイイ’けい•よ 

りむポインだ又っ、珂め轾たっけ？ 

^■■第2章■ 

記憶喪失 
とにかく:自分が誰なのか，名前 

さえも思い出せない-部屋にあっ 

たアドレス帳をたよりに，じゅん。 

という女の子にm舌し、待ち合わ 

せすることにした.+じゅんは4け 

い〃の親友らしいいろいろ話を間 

いてみよう.，アドレス帳に載って 

いる、もうひとりの名前/ゆ【广は 

爾話しても留守のようで連絡がと 

れない 

'けい"のアパートに戻るとドア 

の前に猫がいた。いやに、なれなれ 

La ^'猫だ^しょうがなl、ので、部 

屋の中に入れてあ[fる.,k<d 

話から、た•いぶに関しては 

奉情がのみこめてきた。問題は自 

分がどこの誰かということである., 

記憤の糸をさぐるうちに、やっ 

と自分は1^えのもとヶという名前で 

あることと、自分が住んでいたア 

パートを見つけることができた。 

: 第3章 ^ 

風雲怒濤編 
自分の部屋を調べると、記愤を 

喪失する前の自分のことがわかっ 

てくると、まぁ、こ二からが， 

本編の核心部分になっていくわけ 

f-二これ以上脅くと' その核心部 

分に触れてしまうので、割愛 

"えのもとvの部屋の本柵を見る 

と胺里小説がズラリと並んでいた 

りする.このへんは、作者の;汽水 

昇くんの生;舌がうかがわれて面白 

い■:話て問い合わせしたところ、 

やはり、推理小説が好きでよく読 

んでいるらしい。また、大学では、 

フランス文学を琢攻してたことも 

あるそうだ。 

とにかく、ここである重要なメ 

モを発見するはずだ,，wけい〃のア 

登場人物紹介 
あなだけい 

蠡これが'*あなた，たあなとという名 
前じ作ないよ：つまリキ三って二とた-, 

_あやみけいフランス次学部の大苯 
年生。いか【こ6お由さまってカンジ。 

ゆり 

ここが肖分の家* !? 

會ホ-イツン：aな’.ゆり*輿にu¥m __'■■けい"の部Mの前てうろついていた 
かなさそ一たけど，女の子にuどうかな 猫rみJ一にdとわりついて敵れない 

大阪府清水昇 

•ここか自分の部域か！U理小 
IS■か好在たったみたいfsあれ, 

こんなとこに……け 

*表礼に(i■足のもと'とある. 

a分の部®なんだから、鍵の陳 
I場所はわかるよわ 

パートに戻ったら、4ゆり〃に電話 

してみようそれにしても、この 

作品に登場する女の子は、みんな 

力7イイ！ 

► 第4章 ， 

そして大団円 
いよいよI揋終免である*えの 

もと〃がやっていた割のいいアル 

パイトとは何だったのか？ それ 

と.こんどの車件とはどうつなが 

るのか？、ナい"の体に*えのも 

どの霊魂が乗り移ったとしたら、 

'"えのもと*の体は、いったいどこ 

にいるのか？そして、はたして 

''えのもと〃は自分の体を取り戻す 

ことができるのか？ 謎は謎を呼 

びながら、どんでんがえしの大団 

円を迎えることになる,, 

ストー1J—だけを鲁くと、こん 

なふう【二なるのだけと—、ハーフI 

クトトライアングル」‘の面白いと 

ころは、ストーリーとは関係のな 

い遊びの部分でのコマンドとかリ 

アクションに凝っているところな 

のだ,ついつい' 寄り道とわかつ 

ていても、I充んでみたくなる。そ 

して*それらのコマンドがまった 

<ストーリーに関係ないかといえ 

ば、そ一でもなぐ、意外な展開を 

みせるときがある。 

この面白さはVやってみなけれ 

はわからない.ぜひ、キミも桃戦 

してみてくれD 

會ホーイinシュな*ゆり*ら捨t时いよね 

■ゆけ■にはすべてをgしtしまいたい！ 

■ UB 

N": _ Bii • — 

_中fH汁宄所の*ちかた' ぃ..たい何_ 

芜をIていたんたろうそれuliEてす 

えス珉®秀作品に選はれた感想 
ですか7え、まぁ、自分では面白 
uと憩っr作ったんですけと、他の 
人がプレイして囿sいと思ラかとラ 
か不安でしたね&あるB、.女の子の 
体fこなっちゃ5という設定は、マン 
力などにち、ときたま登墘しますか， 
ストー_J_の中で途中をいかに楽し 
<するか、といラ点に全力をそそき 
ました。自分の作品がTAKERUか 
6販売されるといラことて1とても 
ウレシイです。みなさん、酉ってね〇 

作者からひと言 

知!你细，ーブルtユ、■?■て 
况史フLiSbe 

科 tMfrSSA れ Jrtff1? 
-1*仇ろEtAfLt やみで_ _« 

1 15IWT 
ご ff/UPia 
3 约 

UhlfHも 

か，T私wsu糾璺 
い*£«1父し，た 

1リMW 
2き®於こと 
3 
-霣戈必こと 

し知 \k^ liw冇し‘ 
じ jがGvV* JiFt^a) 

:?，ご 
1れ吼1じ抑匕リ 
姑 

2とS 
3か 
^令Aか¥4 
二 

や化抓机た 

い*といってtiここt 
_：>^，.しつ tv 
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総評コンストラクシ$ -吉田工務店.や、rアドべン 

チヤーツクールを使ったコ 

ンストラクシヨンゲームには、 

W0通を越える！芯募があ-け二 

それぞれの作品がツールとい 

う.枠があるにせよ、そのツー 

ルを使い二なし、さまさまな 

アイデアを盛り込んだ作品が 

多かった 

いままで、どうしてこんな 

才能を持った人が埋もれてい 
たんだろう、と思う < らい， 

それらの作品は緻密て完成度 

賴L ■■作品だった粟哨らし 

い才能とアイテアを持ちなが 
ら1フログラムを作れないば 

かりにその才能を発仲でき 

る場がなかっただけなのだ. 

コンストラクシヨンとはい 

え、ひとつの作品を仕上げる 

には、たいへんな労力と根気 

を必要とするそれにもかか 

わらず、これだけたくさんの 

応募があったということは、 

いかに多くの人が、自分でヶ 

—ムを作りたいと思っていた 

かの証しである 

残念ながら、今回、f憂秀作 

品に選ばれなかった作品の中 

にも％ユニークな作品が目立 

った。索赠らしい作品が集ま 

れば、データ集として発表す 

る南意はあるのて、ぜひ、ま 

た挑戦してみてほしい 

I 

漏Sれ亀吉くん 
兵庫県土橋淳 
.111N 11 'i^b 11II j<< ifti 0111 ■ ilSli^fciollli^fc 'Hlliiii^i ■■ 

t二れU1ffiのス.ダート\mい.it VけGOGD! 

という护して射を【い-ぃべ-こ雄吒を軺い出tめプ 

吉田工務店 

"竜宮城を救え〃とい 

う副題がつけられてい 

ているとおりs亀吉く 

んが竜宮戚を占拠した 

悪い敵をやっつけ，乙 

姫様を故い出すゲーム 

主人公が緑mという 

B点がユニークだ(.もっ 

と背景だとか、_キャ 

ラにも統一感を持たせ 

たら、よくなったので 

はないかと思う妙に 

印象に残る作品なのた%, 

アドベンチヤーツクール 

SUMAU-V) 
墙玉県中島卓之 
11111III till 

fm ん.ヮへ しノ ..WIM | _ 

この作品ではiアド 

_ パii? 
ちI. "jv さ し 
■パ6へ"钟,①a»bTb^ 
* 300UAl：L>?i£ ftSjKfuかぐ 
うい^.,;』 

選外佳作発表 
▲ ▲ ▲ 

▼ 

吉田工務店 

速い昔、ある世界に 魔法使いのじじい 魔法使いのしじいがい 
東京都伏見宗一郎•純一郎 たじLいは魔力でた 

nlllli^ •蠢_1山_為 lltli 

*1面E=盎现1会ホスキ1-ラび!-シVイアント 

眾，fキャラクターとtて使う平法た..姑ってるね 

いがいのことはできた 

が、ただひとつでさな 

い二とがあったそれ 

は若返ることだった 

二一して、じじぃの若 

返りの薬を求める旅が 

はじまる 

というストーリーの 

イ无見兄弟め作ったゲー 

ムタイトルかいいね 

H 卜 JACKS 
大阪府原田昌紀 

11111 -ill 

| ..F 雜^ 
1 二 

1 p 

1. 

.辦..卜 
丨** <** 

■ 

.—:.憩 

；iy： Jr .条 / 

4 2 
蒙 

1 

i；-― . ■ —^ 
會V二一のA〖こ岭ゼ^らs「ひシー~3v _ ノックリて 
■i 4，と肸心していたステーシsの染々怍々两 

田I務店 
ゲームの出来として 

は、申し分なく、とて 

も楽しめる作品のた 

ところが、各ステージ 

f)\イース面、ツイン 

ビー面、R-TYPOT,大 

mm,奇々怪々面と 
いうふうにtすべてパ 

ロディーになっている 

それが、あ！;りによ 

<出来ているので発衷 

することができなかっ 

た，いわくつきの作品 

* ^，メモリ[二u 4ズiらないのて4つのフロクシ 

ムを分在1i ロートす*かたちになる ft.由大作た 

さんねん、もウー息功作品 
ペンチャーゲ■一 Aに体 ■吉田工務店 FALCON 兵庫県 山口太郎 

力の要乗と時間の婆菜 KONRAD 細県 戸川雅章 1944/GRADIUSflI 

を取り入れているシ A し PH A 大阪府 吉田英相 東京都 金田太郎 

ーンを移觔するごとに dragon 福井県 矢部真行 DESPERATELY SHOT 

体力は1づつ戚り（宿 FIGHTER L1ETE 愛姨県 吉田力造 

屋で回復)、時間はtす 埼玉県 星野謙一 ファーファの野望 

つ增える(24になると MACHINE 沖網県 比慕順一 山形県 多田伸吾 

1日経つL Period 千葉県 啊木崇 THE RNAL COUNTDOWN 

ツールを使いこなし、 STAR BLASTER 埼玉県 川田順一 

さまざまな工夫をした 大_ 安本字 ■アドベンチヤーツクール 

こととグラフィックの 星制竜靑 愛知県 相原孝行 ESTORON神柰川典 河西稔 

巧みさが印象に残る INVADE 長崎県 永田政弘 あかね探偵事務所 

ARESTER 東京都 内田货博 三重限 m和法 
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轉コンストラクシヨンの野望 

コンストラクシヨンデータ_ 全国130店舗 

驗1せは、TAKffiUで驗中! アドベンチヤーツクール 
CD-ROM搭載のTAKERU I 
MSXマガジンソフトはTAKERU 

て貢う二とができる,，TAKERUi 

在庫切れという心配がないから安 

心た' というのは、H近TAKERU 

て発売になったソフトは、すべて 

MKERUのマシンの中に収められ 

ているが、もし、そこにない場合 

でも、通信回棵を利用してブラザ 

—株式会社のホストコンビュータ 
會本ストプ.■ノンと通ほ回找で姑し、 
在W切れという心配はなくな文た 

からゲームを転送するs 

さらに、TAKERLTマシンの 

中にはCD-ROMが搭蛀されて 

いるマシンが增えている。た 

つた1枚のCD-ROMの中に、な 

んと扣0G桶類のゲームソフト 

が入るというから驚いてしまう 

TAK ERUにつL \てのお問い合わせ先 

ブラザーエ業株式会社TAKERU事務局 

〒4BD名古屋市瑞穗区堀田通g-38 ®052-B&H493 

コンストラクシヨンツー 

ルで作ったゲームを見るの 

は楽しい..それぞれに作者 

の思い入れがあリ、工夫か 

あるまた、ツールを使い 

こなしている点にも驚かさ 

れる,」それだけに、ユーザ 

一側からみて、より自由度 

の高い，操作I生のすぐれた 

コンストラクシヨンツール 

を提供していきたいと思う 

今回は、rアドベンチャー 

ツクール：と1吉田工務店 

の1_1丧作を発表したけれ匕 

これて：締め切ったわけてな 

U引き続き作品を暴集し 
ているぞ1ぞわそ•わ一るど 

やダンジョン万次^.など' 

の作品も待っているよ,. 

素哨らしい出来の作品が 

集まった時点で、今回のよ 

うに、_誌に掲敕、発表し 

たいと考えています.いま 

からでも、どしどし応募し 

てくだ？い同時に、今後、 

JV1SXマガジンが提供するコ 

ンストラクシヨンツールに 

も乞うこ'期待ってとこだね 

■吉田工務店データ集VoU 3,500円 
■吉田工務店データ集Voi.e 3,500円 
■アドベンチヤーツク〜ル優秀作 
パーフエクトトライアングルj gr000円 

対応機種MSX2(V闩AM128K) 
メディア3,5ィンチ£0〇 

特集コンストラクシヨンの 

野望で紹介した吉田工務店 

データ集」のVo!.K Vt>l.2と' 

アドべンチヤーツクールの優 
秀作『パーフェクトトライアング 

ル..は,TAKERUで販売中です 

吉田工務店データ集^吉田エ 

務店（MSXマガ■ジン183年7月号で 

紹介）を持っていなくてもデータ 

集の中に収められたゲームで遊ぶ 

二とができますただし、データ 

集では、オリジナルゲームを自分 

でコンストラクシヨンすることは 

できません^意してぐださい 

吉田工務店、及び吉田工務店デ 

一夕集は、と6にTAKERliで販売 

中ですので、自分てゲームをコン 

ストラクシヨンしたい場含は、吉 

田工務店をお求めくた‘さい 

またSアドベンチヤーツク〜ル 

の優秀作•パーフェクトトライア 

ングル〗も同様に、この作品が收め 

られたディスクだけでゲームをブ 

レイすることが可能ですが、自分 

でアドベンチヤーゲームを作る二 

とはできません目分でアドベン 
チヤ—ゲ—Aを作リたし、場含は、 

アドベンチヤーツク，ル（MSXV 

ガジンで8年6月号で紹介）が必要 

となります, 

以上の点を、あらかじめお含み 

閥きしていただくとともに，.■吉田 

工務店データ集，パーフェクト 

トライアンクル，をTAKERUでお求 

めの際には、お間違いのないよう 

お成3いします 

ごめんなさt 
MSXマガジン18年10月号で 

紹介した1"ぞわぞわ一るど/です 

f}\丨〇月中に丁AKERUから発売 

された「ぞわぞわ一るどjの一部 

【二2 PLAYERモードで動作がお 

かしくなるバグがありました 

大変お手数ですが、TAKERUC0 

7ニユアルに|己載されているお 

買い上げ年月臼を：;確認の上、 
該当するfぞわぞわ一ると、をお 

持ちの方は、TAKERUのマニユ 

アルを同封してディスクをMSX 

マガジン編集部宛てにお送りく 

ださるようお願いいたします 

大変、ご迷惑をおかけしました 

二とを謹んでおI宅びいたします: 

A A A AAAAAAみみみみみみふ為みみみAAAAみみ 

宛て先 

〒】07-&3東京都港1南胃山641-1 

スU—エフ南青山ビル 

㈱アスキーMSXマガジン編集部 

ぞわぞわ一るとごめんなさい係 
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/J、さな物から大きな物まで作りましよつ！ 

+ノ、ードウエア事始め+ 
今月から始まった八ードウエア事始め。自分が欲 
しいと思ったものは自分で作ってしまおラ1と 
いdコーナーなのだ。で、第1回の今月は、子供 
たちに大人気の“ミニ四駆"を使って、そのラップ 
タイムを測定するシステムに挑戦してみた。 

お手軽にレース気分だ！ 
え一' ついに今月から始まった って，MSXを使ってタイム 

ハードウェア事始めハードウェ を測定してワイワイと驩い 

ァったって、別にガチガチのお堅 

い話をしようというつもりはあり 

ません作ってみてオモシCIイも 

の、ちょっひリ役立つものならど 

んなジャンルでもトライしていこ 

うと思っています 

それて今月の題材はミニ四駆 

このラッフタイムを測定するシス 

テムですミニ四駆つて何？と 

いう人Lいると思うので簡車に説 

明しておきますけど1四_駆動で 

走るフラモデルで、かなりスビ_ 

ドが出るわり（二価mが安し、という 

ことで1子供たちに絶大なる人気 

を抟っているものですォトナの 

人てし夢中になってハマる■魅力 

を持っているといえるでしょう 
てvみんなのミニ四駆を持ちよ 

でしまおう！というわけ 

なのですオレのマシンの 

ほう*いんだぜつ！と *1-スを妞み立tt、V 3イスティックポーH=^L込めは丰佌OK!さあ、レース闍拎た 

か、なんびとたりともオラ 

の前を走らせねえ！なんてハシ 

ャギながらやってると、ホントに 

燃えてくるんですよね一 

では、 このシステム_要を説 

明しましょう下の接綱を見て 

<たさい MSXのジョイステイッ 

クホートにつながるケーブルに' 

_スt一 卜!®あふれi 
走りコースアウトす 
b二と6何度かあゥた.. 

マイクaスイッチを取りつけます- 

それを コースのスタート地点に埋 

め二んで、ミニ四駆が通過すると 

きにスイッチがはいるよう[こセッ 

ティングすれば、それで終わりI 

間m【二できてしまうはず 

じや、必要な部品の説明です. 

まずはコース市販のものがいろ 

いろと出回っているのでI適当に 

接続図 

MSX 

選んT ください。6,卿〜7,000円 

で手に入ると思います1お次はマ 

イクnスイツチ。たいたい〗個200 

- 300円ぐらいのもの〔しよう： 

途中のタイムを測りたければ、こ 

れを增やせはいいのです 

あとはジョイスティック用ケ… 

ブルこれは600円ぐらいさあ、 

二れですベて準備〇 K ! 

ジョイステイツクボート 

，全体のコース姓最た, 

これで遊ぶには、広い 
部s.が必嬰かt.』ね-. 

マイク□スイツチ 
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ミニ四駆組み立て講座 
それでは、実際に作ってみまし 

よう下の回路図を見てください 

K ? V 3 , 4番のビンから出て 

いるマイクロスイッチは、特に必 

要ではありません:.これは、スタ 

—卜地点以外でタイ厶を測りたい 

ときに接続する例です基本的に 

US、7、8番ビンから出ている 

ものて■十分だと思います 

スター（豆電球か丨つだけついて 

いるような陆mなもので6可）て 

調べてみてください 

マイク□スイッチを接続したら, 

今度はそれをコースに埋め込みま 

すいろいろと方法はあると思い 

ますが、今回はコースのつなさ-目 

の横に取り付けてみましたため 

しにこれでミニ四駆を走らせたと 

ミニ四駆を釣ってきたら、さっそ 
<組み！}:てrみ孪しょラ&搔谪則な 
どは用截しな<ていいから説萌徽を 
読めばスイスイと出来ちゃう0.カン 

タンですPたた' 細かい部品かけっ 
こ3あるので、落とした〇すると大 

変〇さがす©に一s労しrしまラの 
こy □冤際.Iこ部昂力11足〇なくなって 
固つたのでした。トホ市。 會料てさたら部品か全部あ雀かチ:！，, 

夕LてI脱明Pfをよ一く奸みIし4う 

ジョイスティックポ- 

ころtうま <測定できなかったの 

で、スイッチに紙をはり、ゲート 

のようにしてみました.いろんな 

紙でためした結果、名刺だとうま 

くいったのです，名利って、ホン 

卜は二ういうこと（二使うためのも 

のじゃないんだけど……まあs 

いいかっf 

とにかく製作の部分はこれて終 

わリですあと、コースのバンク 

の角度を調赘しないとY勢いあま 

つてコースアウトしてしまうので 

注意してぐださい1 

11hうまく出來ない！さっさ俩か落 

としたような気がするしな一どうしよ 
tはら，ポテ'イーをつけて出来上がリ 
あとはコースを走ら甘るたけなのた 

I川II _ 111111 〖〖111 _ _ _ __j I III I _晒_ 画_| | f|| | __咖川_酬腦 _ __ 

オフロード気分だね！ 
ミニ四恥にはL〖ろんなMi媚か出回 

つmだいた,い価格は83Q円ぐ 
らいつてところてしよろかpコース 
をスムースに足れるノーマfレなもの 

から、ガタカ‘夕道て-もへつBやらな 
オフ卜f j话まで逝沢の捕は項认 

9回のよ-5にコースを走ら乜幻ほ 
かにも^アウトドアで衆しむといラ 
(Dもひとつの手だ。少々厶チヤして 

も、オモシロイものは;^モシロイ| 

1オフ卜rt^ .ct» 9 ^ヤの，/夕 
トラゴン办た完成品U炎物の3Z分の} 
のスケールて.力強く走っていく 

-1レつ二u法lめるめt r それに：一む-欠.t たな 

マイク□スイッチを取り付ける 

ときに注意してほしいのか' ケー 

ブルのどの線がどのヒンにつなか 

つているかということ.これはテ 

會7イクロスイツチのオン，オフに{む枝 
を使った名剌の用さが％ようごイイf 

イクCJスイッチ柬京の:f :し免项适格 
て%丨涸200 300円枝度のものた 

7ゴク□スヤヴチ 
I t い〇才 |‘ + し％ :' I, 

-りエ？如め145 



プ□クラムの簡単な解説 
さ一てさて、ラッフタイムを測 

定して画面(こ表示するフログラム 

の説明でt マシン語は使用して 

いませんが、RUNさせる前にITち 

聞遑いがないか、よく確認してく 

ださい，とくにコロンやセミコロ 

ン、カン7などはミスしやすいの 

て、注意してくださいね 

こ二で使用したコースは？車線 

あるものて、パックストレートで 

インとアウトが入n替りますつ 

まりスタートした場所【二戻つてく 

るのは、2周したのちという二と 

になりますそのため1周のタイ 

，ムを計るため、マイクロスイッチ 

をイン側とアウト側にそれぞれ！ 

個ずつ取り付けました 

ではプログラムを見てください 

130^亍から？7D行までは、匯面の初 

期イ匕择画表示と割り込み待ち状 

態【：する部分です画面をもっと 

ハデにしたいときは、ここを改造 

して < たさいワクをつけたり、 

色を変えて表示するなど工夫しだ 

いで、もっと華やかな両面になる 

と思いますちよっとしたアイデ 

アをいかしてみてね 

31G行わ、b400行は、ミニ四駆が 

スタート地点を通過したさい【二 

マイク□スイッチに触れたときの 

タイムを計って、表示する部分で 

すここでラップタイムを今まて 

にかかった時間に加算して、ラッ 

ブタイムとともに表示しています 

二れ以外にb、コース〗周の距離 

がわかっていれば、平均畤速を計 

算できるし、コース途中(二 

チェックホイントを作って、 

そこに7イクロスイッチを 

埋めこんでいれば、チェッ 

クホイント間のタイムを表 

示できますねいろいろと 

パリェーシ3ンが考えられ 

るので、試してみてくたさ 

とにかくこれで準備は 

すべて終わりみんなで競 

争して < ださいね,， 

m 41¢ Lap Tiw ttt 

UP i 

2M 

Tぬ1 tiK 2M 

Beet Isp l明 

• •通面か坶蜱なので.いろいろと改良してみて 

ね.:平均時速を出rめもいいんIやないかな 

タイムを計ってみた！ 
今回、コースに使用したのは、 

1周5.5 メートルのもの〇レース 
は1周のBmタイムと、凹周して 
の!-ータルタイムで競ったのだa 

ところが実際[こ走らせてみると、 
スピードがあ〇すぎrカーブを曲 
が10きれずに1コースアウト続出。 
まさにフッ飛んでいくといラ表現 
がピッタリといラ感じだったPだ 
けどさすがにミニ四駆a頑丈に出 
来rur,ビクともしなかったん 
だよここで教S4コースを組み 

立てると老には、パンクの角度を 
調整すること。ダンボール紙など 
を使ラといいでしょラ& 

で、気をとり瞳して_びスター 

:K0今度は順調に進ん？:いつた，だいたい 
:1周のタイムは£秒前後。ビンビンにチ:! 

:—ンナップしfcものでI .B秒ぐらいだつた。 
iここでみんなにお知らせ。ミニ四駆を3 

；名梯にプレゼントしますDあて先は147ベ 
:-ジを犀てねお待Sしています6 

m W lv Tiit Syst fa m 

Lap It 

tlK L9B 

Toui m msi 

㈣ i.7e 

曹二ういう想じて■タイムが表示されるんです 

プ□グラムリスト 
100 f 

lid f 4WD RACIMB CAR 
120 i 

130 SCREEN 0 
140 KEYOFF 
150 DEFINT 

160 FRINT CHR本(12)? 

170 LOCATE Q , SPRINT1 *### 4WD 1 

Time System 长长苷〃 

180 LOCATE 0 , ,3 :PRIMT， 1 Lap11 

190 LOCATE 0 , ，5 :PRINTS 'しsp time" 

200 LOCATE 0 ,7 SPRINT' 'Total time 

210 LOCATE 0 ,9 :PRINT1 'Best 1 ap'1 

220 ST=0:CN=1:BL-3S00IZ) 
230 GN STRIG GOSUB 270,310,270,310 

,270 
240 STRIGC1)DN;STRIG(3) ON 
2m GOTO 23¢ 

26® f 
270 RETURN 
ウ80 f = = — = = = 3= = = = ™= —= 

290 f Entry of stri^ (1) 
30¢ 1-一一"-- -- 
310 BTR IG (1 > OFF :STRIGO) OFF 
320 IF ST=0 THEN ST=1:TIME=0:TS-0: 
STRIG U > LINfSTRIG ⑶ON :RETURN 
330 TT=T IMF.: LP=TT-TS 51F LF.<Bし THEN 

B し二 LP 
340 LOCATE 
350 LOCATE 
t" ;LF760 
360 LOCATE 
#■_ ?TT/60 
370 LOCATE 

17,3：PRXMT 
15,5:PRINT 

1St7：PRINT 

15,9pPRINT 

CN:CN=CM41 

USING"####.# 

USING'*####.# 

USING"#林#林.# 
#，1 : BL/613 
3B0 TS-TT 
39P IF (TIhE-TT)<60 THEN 390 
40¢ STRIG⑴ DN:STRIB(3) ON:RETURN 
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今後の展開に注目して 
今月から始まったハ_トウェア 

車始め、いかがでした？またス 

タートしたばかりなので、ますは 
较いウォーミングアツフといった 

ところです屑ひじ张らず、気好 

に楽しめて，誰にても作れると思 

ラので、トライしてみてくた■さい 

これを機会に、ミニ四駆にハマっ 

てしまうのもいいかもね 

ところで先月号の特集、"MSX 

m■なんでもmwに掲戦したビテ 
オスキャナーに対して、数多くの 

反*がぁリました。「よくそ•製作記 

卞を戰せてくれた」というものから、 

「難しすぎてまるで再現性がない」 

というものまで、?まざまな货重 

なこ-意見ありがとうございます 

今後の参考にしていきたいと思っ 

ていますこのビデオスキャナー 

に閒しては、？らに発屈させて、 

フオ□一していくつもリなので、 

乞うこ-.期待です. 

mnz.新しい榄利，msx2十〃が 

発売になって、マシン自体の機能 

が高くなりましたねそれを活か 

*ビデオカメラから映itを取リ込ん 
T% MSX? + のSCREEN 12で表示し^: 

したソフトも次々に発売されてい 

ますこれからも砖々と出てくる 

ことでしよう楽しみですねた 

た\それらの機能を十分に使って、 

a分にとって使い勝手のいいツー 

ルを作ってみたい、たけど情報が 

少なくて無理だ.そんな場含がよ 

くあります,.Q分で作る喜びを昧 

わいたい！という人も多いこと 

と思います> 

そ二で、このコーナーでは、い 

ろいろなものにチヤレンシしてみ 

るつらりです極端な言い方をす 

ればですね，何て’もやってみます 

なと思つています実際、この尜 

集部の中で仏かなりの人が欲し 

い！と言っているんT 

ホヒニの分野て•は、MSX2+の目 

然画モートを活用した画像を极-> 

たものかオモシロそうなのてvや 

ってみましょう 

このように、いろんな分野のも 

のをやって、作ってみようという 

のかハードウエア琅始めてすそ 

れには、今必要な身の回りのもの 

とは何か？そんな声をお閒きし 

着11饺7.ンハーRAMじつ〖二こうぃ 
う物作は充成していもんて-すJ; 

いのて回路囡を截せてくれ一f 

とか、自分で作ってみて.靈宝して 

いるからみんなに6紹介したいの 

t： !というような、皆さんから 

のこ意見、こ要望etcなんてもい 

I、のてお®りをお待ちしています 

まあ、さ）とこんな調子で来月 

bやっていく二とにしましょう 

河をやるかって？それは^^密て 

すエンへッへしハ洗しみにして 

おいてくださいねそれでは__ま 

た采月お会いしましょう 

あて先 
〒10744 

束京都港IM南毐山GH1H 

スリーエフ南尚山ビル 

(株）アスキー 

MSXマガジン編集部 

よ今回のように，メイ 

ンになるものがミニ四駆 

という、MSXには直接蘭 

係ないものでも取り上げ 

ていきましょう：まあ、 

ミニ四駆の場合は、ただ 

串に祖当者か自_电袢 

に走ったというウワサも 

ありますけどね……. 

たとえば，こういうの 

はどうでしJう実用モ 

ノとして、增設7ッバ- 

RAMなんてのはい， 

ろ使い道がありそう 

二のテのものがあると、 

やっぱり便利ですよね 

あと8ヒン、〗5ヒンの 

RGBケーブルというのも 

欲しし、人か多いみたいな 

のて' 取り上げてみたい 

パー 

うい 

だし 

れI? 
を月 
ft H 
るで 
に紹 
は介 

、し 
かた 
なビ 
りデ 
の才 

術キ 
か.ャ 
必ナ 
# I 
たの 
け基 
ど板 ，だ 

たいと思っています 

というわけて、こんなの作りた 

* LED (発光ダイオード）を悚って、文字を崁示させ 
る试作基板使い方がいろいろとありそうた■ね 

八一トウェアm始め係 

ごめんなさい 
さつそくなんごすが、ごめんなさい！ 

のコーナーです》1E月号のH集MSX i 
のビデオスキヤナー®紀明め中で^ 

151ぺージのMSXとのインタ-フエ？ 
イス都分の回路図に旗りが®りましたノ 

3?番の％/と33番吖Di"から出てい 
る裸が繫がっているよラになっていま 
すが、正しくは右Tの図のよラに防が 
っていません。課んでおわびするとと 
もに* I]正しますgゴXンナサイ。 

誤 正 
27 Ai 
2B A" 
23 A 

JO A' 
A- 

E2 
33 6 
34 Du 
35 D 
36 D' 
37 D. 
38 D, 
39 D 
40 

- 
71 A 

A. 
n A 
30 A 
31 A 
犯 A ! 
33 D 
M D. 
35 0 
a& D. 
37 0. 
38 D-r 
3^ D 
40 D" 
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BBiyHHBHia 
今周から新連載となった” MSX2+テクニカ)レ探検隊"。どこにも 
発表されてない、MSX2十の内部情報を解説していくそ。第1回 
目はスクリーンモードの巻。特にSCREENHH2を中心に紹介する。 

スクリーンモードは 
全部で〗2種類 
スクリーンモートとはV BASIC 

のSCREEN命令で切り換えられる 

画面の状態..たとえは、横40桁表 

示でB ASIフログラムを薄きた 

い場合は、 

SCREEN 0:WIDTH 40 

によって雨面をテキスト（文字表 

示)モードに切り換え、グラフィッ 

クを描きたい場合は、 

SCREEN 8 

などで、グラフィック（図形表示) 

モードに切り換えるスクリーン 

表① 

モードが多いとなにかと面倒なの 

で、少なくてすtならそれにこし 

た二とはない.でもMSX2十のスク 

リーンモードが多いことには、そ 

れなりの理由があるのだ。 

第1番gが速さの問題。グラフ 

ィックモードに文字を出力すると， 
表示に時間がかかってしまう。だ 

からフ□グラAを作るようなとき 
は、図形や漢字を使えない代わり 

に表示が速い、テキストモードが 

便利なんだ* 

第2の理由は、機能が高い(表示 

でさるドット数や色が多い）画衝 

ほど、たくさんのデータを必要と 

MSX2十の画面モード 
番号 表示方法 解像度 色 数 
□ 文罕 ① 80X£4文字 文字の色ご:時.核の色を指定する 

1 文字 〇 3?x24文字 1 文字0色と背策の色を指足する 

a テープル③ PSGx!圯ドット 10色裰日ドットごとにg色 

3 ビットマップ@ 6 ドット _ 
4 テーブル £56x19?ドット \m櫬bドットごとに2色• 
5 ビットマップ 25⑽1?ドット ]6色 
6 ビットマップ 5坨xaeドット 4色 

7 ビットマップ 51?x况ドット 1B色 1 
a ビットマップ £5鋒eieドット 856色 
g 八ングル文字表示用r、B本のMSXI，:はない。 

10 YJK/RGB 25BX?]?ドット A糊色(本文参钃) 

u YJK/RGB 挪X?l?ドット ia(433i (本文费照) 

YJK 视ドット itism mmm 

(D6ドットx 8ドットで1文Tを表わし、英芋とカタカナを表示 
钇日ドットX0ドットで1文字を蒗わし、英字とカタカナとひらがなを表示。 
⑧0 >¢8ドットのパターンの組み合わせで画liを作る0 

④ビットマッブ教示では、すべてのドットの色を隙の色に間係なぐ衷示可能。 

する二とたとえばSCREEN &の 

画面テータは1枚で队27£バィト 

もあり、これでは1枚のディスク 

(200) IZ13枚の絵しか記録できな 

いそのためROM力ートリッジの 

ゲームでは、色数に制限がある代 

わりにデータが少なくて動作が速 

い、SCREEN 2を使ってメモリを 

節約することが多くなっている。 

第3に、互換性を保ちながら機 

能を追加したために、多 < のスク 

リーンモードが必要になったこと 

嬤初のMSXで(i、SCREEN 0から 

3までの4種韻のスクリーンモー 

ドしかなかった,それがMSX2にな 

り、卨解像度グラフィック表示の 

ためSCREEN 4から8が追加<，さ 

ら[二MSX24■では、色数を增ゃすた 

めにSCREEN t0から12が追加され 

たというわけ 

これらのスクリーンモードをま 

とめたのが表1でも実際にはス 

クリーンモードの問題はこれで終 

hリてはなく、縦方向の解1脅度を 

2倍に增やすインターレスモード 

や、MSXM■で新しく追加された漢 

字モードなどもあるしかし、話 

が難しくなってしまうので、次回 

以降に回しますね^ 

MSX2+で注目したい 
SCREEN 1?モード 

MSX2+の最大のウ'J[i jS,2G8 

色表示のSCREEM12ビテオPAM 

を増やさずに(MSX2と同U128キ 

ロバイト:)色数を增やすためニニ 

ではYJKという表示方式が取られ 

Pf YJK画面のVRAM構成 

t SCREEN12め*囲にUNEを刷いてみ/.. 

色北けが起さているね. 

( )12： ! 
Y ：Kl ¥ : Kh Y : Jl Y Jh 

Y ：Kl[y ：Kh Y i Jl| y Jh! 

211 I YrKL[Y|KHtvrjL[Y ：Jh 

YJK方式の画面では、SCREEN 

Bに似て、事本的には丨バイトが1 

ドットに対応する&しかし，JとKの 
植は横4卜•ットごとに指定されるの 
で、PSE丁（0.0)，□を行なラと、 
¢0.0)から（3.0)までの、4ドット 
のK■のが犮わってしまラ。そのた 
めSCREEN I?でLINE命令など. 

を使うと、u色化け"が起Sるわけだ〇 

252 253 254 255 

'[y ikiiy ：1&<1 Y：：jti y 

fv ：Kl| Y jKHl yTJlI Yjjii 
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ている蘭mに説明すると、輝度 

(明かるさ)を表わすYの値と，色 

相を表わす」とKの組み合わせでt 

色を指定するものだ 

図TがYJK画面のテータ子爲造. 

SCREEN 8と同しように基本的 

には画面の1ドットがビデオRAM 

の1バイトに対応':m2SSxm^2 

トツトの画面を、54刀2バィトの 

ビデオR A Mで表示しているでし 

色相を指定するJとKの値は横4 

トットごとに指定されるので、た 

とえばSCREEN T2T 

PSET (3,012 

を実行すると、（3,0)の1トット 

だけでなく (0,0)から<3,0)までの 

dドットの」の値が変わり、二の 

部分が赤くなってしまう左べ一 

ジの写真はSCREENの画面に 

LINE命令で線を引こうとしたた 

め，"色イ匕け中が起こってしま-)た 

例原則としてSCREEN12では文 

字や線を表示Tきないから我が 

必要だ 

2つのカラー表示の 
ためのプログラム 
先月号の特集に掲載した、漢字 

BASICとカラー表示のサンフルフ 

□グラムをもう一度見てみよう 

リスト2が先月のフログラム（ス 

へースの閗係で行番号は変わって 

いる）、リスト1は觔作が同して描 

造が阍車なものだ. 

リスト1ては」とKの値を設定 

するために, 32,768回もPSET命 

令力0[妾われ、時問がかかってしま 

うそこでLINE命令とCOPY命令 

を使って改良した.のがリスト2 

Kの値を左側の1列のみPSETで釈 

き' COPY命令で複写しているのてv 

赃fも連い 

PSE1电使ったカフー表不 
100 'screen 11と12の色見本 by PSET 
110 *by nao-i on 2* Nov. 19S6 
120 CALL KANJIO：WIDTH 64IDEF1UT A~Z：YY=f) 
130 CLEAR：DEFINT A-Z：VY=0 
140 ON STOP GOSUB 400:STOP ON 
150 SCREEN 22：COLOR &HF8T0,0:CALL CLS 
160 *VRAMのJとKを設定する 
170 FOR K=-32 TO 31:YP~112+K+K 
18D FOR J=-32 TO 31：XP-I 28 + 
190 PSET (XP^YP)^ AND 7 
200 PSET fXPtYP+nf-K AND 7 
210 PSET tXP+KYP), (K AND 5G)¥8 
220 PSET tXP+1 ,YP+n,(K AND 56)¥8 
230 PSET fXP+2fYP)tJ AND 7 
240 PSET (XP+2tYP+ntJ AND 7 
250 PSET (XP+3typ),tJ AND 56J¥6 
26Q PSET (XP+3,YP+1>,U AND 56)¥8 
270 NEXT:NEXT 
280，Yの値を変化させる 
290 SC=12:NS-1：SCREEN 12 
300 FOR y=I TO 31:GOSLfB 360 i NEXT 
310 FOR Y=30 TO 0 STEP -l：G0SUB 360：NEXT 
320 SC=ll:NS-1：SCREEN J1 
330 FOR Y=2 TO 30 STEP 2：GOSUB 360：NEXT 
340 FOR Yミ28 TO G STEP -2：GOSUB 加0:NEXT 
350 GOTO 280 
360 のYを書き換えるサブルーチン 
370IF NS THEN LOCATE し0:PRHSfT USINGJfSCREE 
N #r.;SC:NS=0 
380 LOCATE 1 _ 1:PRINT USING11 Y 0 値（嫌度）は 
##です 11; y 
3S0 LINEC0t4S)-(255a75) MY XOR YYi»3tBF,XO 
R：YY*Y：RETURN 
400 *on stopで呼び出される 
410 SCREEN 0iCOLOR 15,4,7:END 

IVISX2+テクニカル探険隊 

図® 

左 

右 

これは、囡2に示したビデ7TRAMの1俺に並んた4八イトのm分を拡大 
した囡9先月写の特妬記策のテクニカルペーシもあわせて見てね 

_ COPYを使ったカラ-表示 

曾JすはKの1を*«e1列たけ拎定tてか _PSET命令を伸て掄いたのに比へ、^ 
ら.COPY命令て玫写していべ 作か格段【こ透（なっていもf 

100 'screen11と12の色見本 
N0 ^by nao-i on 2, Novt 1988 
120 CALL KANJIOtWIDTH 64：DBF I NT A-Z：YY-0 
130 CLEAR：DEF1NT A-Z：VY=0 
140 ON STOP GOSUB 380rSTOP ON 
15G SCREEN 12：COLOR &HF8,0•0:CAしし CLS 
160 VRAMのJとKを設定する 
170 FOR K=-32 TO 31rYP=112+K+K 
ISO PSET £0tYPJ tK AND 7 
3 90 PSET (0 t YP+1)t K AND 7 
200 PSET (ItYP)t(K AND 56J¥8 
210 PSET CKYP+H, EK AND 56) ¥8^ NEXT 
220 FOR J=-32 TO 3i：XP=128tJ*4 
230 LIMEtXP+2t48)-(XP+2,175]tJ AND 7 
240 LINE(XP+3,48)-(XP+3,175),{J AND 56)¥8 
250 COPY(Ot4B)-U J 75 3T0C XP» YO ) ： NEXT 
260 * Yの髗を変化させる 
270 SC=12：MS=1：SCREEM 12 
280 FOR Y=1 TO 3l:GOSUB 340：NEXT 
290 FOR V=30 TO 0 STEP -1iGOSUB 340iNEXT 
300 SC=11：NS=1:SCREEN H 
310 FOR ¥=2 TO 30 STEP 2iGOSUB 340:NEXT 
32D FOR y-28 TO 0 STEP -2：GOSUB 340：NEXT 
330 GOTO 260 
340 hVRAMのYを害き換えるサブル《チン 
350 JF NS THEN LOCATE 1.0：PRINT USING"SCREE 
N ft#11 ：SC：NS = 0 
360 LOCATE I t 1:PRINT US〗NG"Y の値（輝度）は 
林ttです4 “；Y 
370 LiNE(0,48 »-(255,175)* tY XOR YY)#8* 
R：YY^V：RETURN 
380 ’on stopで呼び出される 
390 SCREEN 0:COLOR 15,4,7:END 

SCREEN 12のVRAM 構成 
b7 be bs b4 ba b2 bi bo 
[ Yo — 

"二--丨■ 1 ^ i , a* - 

Kl 

Yi Kh 

Ys Jl 

Y3 I Jh 
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必殺のロジカル 
オペレーシヨンなのた 
□ジカルオべレーシ3ンとは日 

本譆で^1あ寅算のこと2進数の 

1ビットごと（こ行なわれる計算を 

意味する-,これにはAND、 

XOR, NOTの4幢頹があるそ' 

AND演箨とは、2つの値の両方 

が1になっているビットを〗にす 

る演算たとえば、 

X%-&80D000011 

y%^&Boooaoioi 

に対してAND演费を行なう匕変 

数X%と変数Y%のビット〇 (— 

番右個1のビット）のみか〗なので、 

X% AND Y%=&B00000001 

となるわけだ。同様にして、OR演 

算では2つの値の両方もしくは一 

方が1になっているビットを1に、 

XOR演算では2つの値の一方だけ 

1になっているビットを1にする, 

またNOTとは、1つの値め各ビッ 

卜を反紅させる演算た.言葉で_兑 

明するとわかりにくいので、表2 

に内容をまとめてみた。 
さて' MSX2やMSX2+でビデオ 

RAMを扱うには、こうしたロジカ 

ルオべレーシヨンの考えが必要に 

なる。例題として、前べージのり 

スト1のフログラムでビデオRAM 

のYの値を1(?進数で00001)か 

ら2 (00010)ヘ增やすことを考えて 

みよう。つまり、 

brb&bbb*b^b?bibD 

00001??? 

というtテ’才RAMの内容を、 

bibubt.bib ib/b^bn 

00010??? 

に変えるわけだ。ビット2から〇 

には』またUKの値が入っている 

ので，ここを変えてはいけない- 

筆者が考えたのは、元の々の値 

の1と目的の値の？のX0Rである 

3をS倍しv 

LINE((MB)— U55.175),24,X0R 

を行なうこと1回の書き換えで 

Vの値が1から2に変わるわけだ 

これがリスト1の390行、 

LINE(0,48卜(255,175),<Y X0R 

YY)ネ8,BF,XOR 

の意味Yは目的のY £7){直、YYは 

元のYの値を表わしている。 

SCREEN 10と11は 
何がどラ違ラのか 
表1:二まとめたSCREEN10と11 

の機まったく同じBL0ADさ 

れた画Hiを表示する場合にも1二 

れらのスクリーンモードの違いは 

表われないそれては何が遠うの 

f)\, BASICC0命令などで，画面に 

図形ゃ文字を害き込むとき、問題 

になってくるのだ,. 

図3.のところの？枚の写與が、 

その遠いVJ K方式で記録された 

響ロジカ』レオペレーション 
記号 意味 1 例 
PSET された％をそのまま竇さ&む 

AND 元の色とのIfefiWを會き込む DD11 AMD DlOi 0001 

OR 元の色との搞i料！!を畲き込む 0011OR 0101- 0111 

X0R 元OT色との排他的謀理^を•さ込む 0011 XOR 0101► 011Q 

PRESET 指定された色のビット反托を賓き込t NOT 0101-1010 

LINE命令で〇ジカルオペレーション(論理演舒）を指定すると、Wき込もラ 
とする色と元の色との問で演释を行なつた結架が、ビテオPAMに■5込まれ 
たとえばSCREEN I?の画面に対して、 

LINE (0,0>-(E5B.ei 1X8B11111000,BRAND 
を行なうと，ビデオRAMのビット7からヒッ丨3まではそのままで、ビット 
2からビット1までが□にな1D、画面全体が•白黑の菘淡で&示される》 

SCREEN】0と—ビデオRAM構成 
b7 be bs b4 bs b2 bi bo 
' _----- 1，11--- 1 1 --! 

左 Yq ~f Ao Kl 

右 

Yi Al Kh 

Y2 A2 Jl 

Y3 A3 Jh 

この£枚の写興は，同じ画面デー 
夕に対し、SCREEN 10と丨1で、 

CIRCLE (128,106) JDD,6 

を尖行した結^oSCREEN10では、 

ビデオRAMのビット3が1になつ 
r,SCREEN 5と囘じようにRGB 

方式で6番の色が表示される。ビッ 
卜8からDの値は変わらなしWV, 

とな1Dのドットの色が化けることは 
ないというわけだ* 

-方SCREEN nrは、YJKの 

データが赉き換えられるので.この 
よラt色が化けるわけ& 

曹蕖で説明すると、どラしても難 
し<なつtしま5SCREEN IDと 
Uだけど、こラしr写sを見れば一 
g瞭然といラわけだね0 

• SCREEN10にCIRCLE命令て14を描いて 
みた.色化けは起きていない.， 

* SCREEN 11 格.1 F ■ントごと 
に邑か化けているのかわかるかな， 

画雨データをBL0ADし、 

CIRCLE ¢128,106}/100,6 

を行なった結果だSCREEN10て 

は、ビデオRAMのビット3が1に 

なリ、ビット7からビット4に6 

(サークル命令で4銳した赤の色番 

号2進数では0110)が儕き込まれ 

るそのため背景のYJK画面を壞 

さずに、赤い円が描かれた次第 

しかしSCREEN nでは、ビデオ 

RAMに直接6 (つまり8ビットに 

わたって00000no> が栴かれるの 

で、t色化けが起こってしまった 

というわけた， 

二の例でもわかるように、YJK 

画面に文字や図形を;T■:ねて描くに 

はSCREEN1Gを、YJKの両面デ'— 

夕を加工するに[iSCREEM11を使 

う必要があるのです,. 

SCREEN 11でも 
テロップを使うには 

リスト3は、SCREEN11の酬 

に文字を軎き込むブログラム文 

字を表示するにはSCREEN川を使 

うと毪いたばかりだけど、PRINT 
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MSX2+テクニカル探麟 
命令の関係てSC吒EN11の方か都 

合がいいこともあるのたへ 

たとえば、SCREEN10でLINE 

やPUT KA■命令を使った場合t 

YJK画面にはRGB方式で線や文字 

が軎き込まれるしかしP_T命令 

を使うと背景に正方形の枠が出現 

し、その中に文字が害かれてしま 

うこれではどうも、テロップに 

は適さないよね 

そこで登場するのがSCREEN n 

SET PAGE命令でビデオRAMをぺ 

，ジ' に切り換え、そこに背景の 

画面をBLOADするそしてへーシ 

を〇に戻してから.前策色を7 I 

背景色を0に切り換え、PRINT命 

令で文字を表示さらにこの文字 

を、COPY鈴でlANtTを指定し 

SCREEN11に文字を書く 
100 f SCREEN U / テDッア 
110 p by nao-i on 4. Nov.1988 
120 SCREEN 0：WIDTH 32：CALL KANJI0 
130 DEF1MT A-Z；0N STOP GOSUB3QO；STOP ON 
140 FILES： PR I NT： INPUT "file name^FFt 
150 OPEN FF$ FOR INPUT AS #]:CLOSE 
160 INPUT "string";SS$ 
170 IMPUT "color{1•.」5厂_ ;C 
180 INPUT ”X(0…*240) 
190 INPUT "Y(0".196”；Y 
200 SCREEN 12；SET PAGE 1*1：BLOAD FF$,S 
210 SCREEN II 
220 SET PAGE 0r0：COLOR 7,0：CALL CLS 
230し=しENfSS$)#8-l 
240 LOCATE 0,0：PRINT SS$ 
250 COPY <0,0】-【Ui5)»G TO (XtY),1,TAND 
260 LOCATE 0,0：COLOR C«i6+8,0：PRINT SS$ 
270 COPY (0,0)-CL，15),0 TO (X*YJ,ltTOR 
280 SCREEN 10：SET PAGE M 
290 GOTO 290 
300 called by STOP *** 
310 SET PAGE 0t0：COLOR 15,4,7 

て、ベージ1の_像デ〜夕の目的 

の部•分に複写するというわけ 

TA N Dとは，色番号が0 (透0月) 

の部分は複写せす、ほかの色の部 

分だけをAND演算しなから複写す 

る機能その結果，色番号が0で 

汽かれた文字の枠は無視され，7 

(水&)で寒かれた文字だけが複写 

される.文字を表示したい部分の 

ビデオRAMff)ビット7からビット 

3が〇になるのだ， 

次に、同じ文字を（C *16十8> 

で指定された色でベージ0に術く 

二のcの値フ□グラムのはじ 

めの方で入力した色番号 

b .■bebsbibjb^bibi) 

[10 0 0 

丨C 
というように、ビット7からビッ 

卜4か0的の色番号で、RGB表示 

を指定するビット3が1、浅りの 

ビット2からビット0がGとなる 

この文字を，今度はTORを指定し 

て複写するとt文字の部分のビデ 

才RAMの内容は、 

b.-bbb^bflbsbjbib.-j 
T" 't T T 

i 

C 元の命 

となり、背景のYJK画面を壊さす 

に、RGB方式で文字を表示できる 

というわけだ。このように、別の 

場所に悉いた文字をCOPY命令で■複 

写すると、PRIMT命令にロジカル 

才べレ〜シヨン機能がないという 

欠点を捕えるそ'3 

MSX2+のY JK方式をして、 

自由自在に使いこなすことは難し 

いけご、うまい使い方をすれば、 

すばらしい効果を得られるスクリ 

—ンモートだ,」みんな頑張って研 

究してみようね 

SCREEN12で文字表示をするための裏技なのだ 
100 _ SCREEN 12 ノ テ 
110 ’ by nao-i on 4, Nov,1988 
120 SCREEN 0：U?IDTH 32:CALL KANJIO 
130 DEFINT A-Z：ON STOP GOSUB260；STOP ON 
140 FILES: PRINT： INPUT "file name_，；FF$ 
150 OPEN FF$ FOR INPUT AS #1:CLOSE #1 
160 INPUT 'string*1 ；SS$ 
170INPUT nX(0-..240)w;X 
180 INPUT ”Y⑶….196)11 ；Y 
190 SCREEN 12:SET PAGE 1,1：BLOAD FF$,S 
200 SET PAGE 0,0：COLOR &HF8t0：CALL CLS 
210し=LEN(SS$)*8-1 
220 LOCATE 0,0 SPRINT SS$ 
230 COPY (DtOJML, 15),0 TO CX,Y)，l.TOR 
240 SET PAGE ],1 
250 GOTO 250 
260 called by STOP 灰#灰 
270 SET PAGE 0,0:COLOR 15,4,7 

壳全丫JK方It©SCREEM旧こ 

は、原則として文字や線を表示する 

ことはできないcけれどもロジカル 

オベレーシヨンを活兩し白い文 
字を丧示する縐技があるので紹介し 

よラaそれがリスト4のフログラム< 

フ□クラムの碰造舀体は、上のリス 

卜3とほとんど同じ《で乇注葱して 

ほしい0が，PD0行の 

COLOR SHF8.D 
と£30行め 

COPY - TOR 

の部分だaこれで1文字を表示する 
部分のYの値を般大の31に設定で迕、 
酎撰よりBつぼい色r文宇奄表示す 
る。逆に文字の色を3 C、ロジカル 

オペレーションをTANDにすれば、 

:つぼい文字が崁示されるぞ。 

ブログラムを実行すると1まずデ 
ィスクのフアイルの一轚が表示され 
るD M累に使いfcいil豫フアイルを 
指足しようゅ統いて画面jこ表示する 
テロップを讲吉、位mをmmで入力 
する。これでSCREEN 1£の幽面に 
テロップが教示されるはずだ。 

着フログラム％自分て‘修正して、テ〇ッ 
フをいつはい出しても面白いかも. 
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b 入い 

コンヒュータがいろんなところで 

活躍中。MSXを使った授業もお目 
見えてす。東京は千代田区にある大 
妻中学校から、田仲先生の授業を 

酒井氏がレポート。M SXはどんど 

んアカデミックになっていくのです 

|コンピュータで 
|授業ができるの7 

4人〗积て，MSXCさわる 

J 
和 
秀 

7= 

MSXはゲームで遊ぶだけのも 

のじゃないって二と知ってた？ 

骰近ではあのフrミ1 たって、 

株を売ったり貢ったりす令のに使 

ってるんだからね “3スを教室で 

使ってる学校があったって不思議 

じゃないんだ， 

勉強に使っちゃうと、コンヒュ 

一夕がつまらなくなるのではない 

かって？ それはちがうよ.コン 

ヒュータで授楽を、面白くしてし 

まおうというわけなんだ 

それでは、ホントにそんなこと 

ができるのか？さて，それが今 

回のテーマ，つまり、，コンヒュー 

夕で授楽が固白くなるものだろう 

かということたとにかく大妻中 

学校-ていう女子校で見てさた理 

科の授業の話を聞いてほしい 

理科の授業は、まるで 
アドベンチヤーゲー■ム 
理科室には、大きめの机が12個 

ならんでいる机の上には松下の 

MSX2(FS，5500)が1台ずっそ 

れぞれの机【二は4人一組で生徒か 

座っていてsコンヒュータの画面 

を見ながら頭をひねっている 

「ヒントはどこの画面にあったっ 

け？ j 

rそっちのキーを押してt火山の 

画酒【二^1って' 矢印でまん中のや 

つを示してI"…」 

「あれ，またもどった何回目？ j 

「やっはり、最初のiii面にもどろ 

「となりの班はどうなってる？ J 

:'ああ4そうかあの画面に行け 

ばいいんた',」 

「出た、出た、出た《きゃ一あJ 

まるTiS科の授業というより、 

田仲先生って、こんな人な/uです 
專必n、叉:掩 
のオリジナル 

すへては二仍救壤 
t ほ 

itしたのb T 

田仲先生が家で作っ 
とい5ブ□グラムは、 
コリにコッテいました0ご自 
分で欉られた山や紅檠の写S 

を組み込んだり.波のgが入 
つていた0.〇こんな教杖 
だったら、放課後も遊んでい 
き:たい！っで思ラほとP 

プログラム[こしても手裉に 
しても，手作り®工夫と才能 
が光ってます。外字のテザィ 
ンひとつUとつが全部オレシ 
ナルIかわゆいのたゞ 

長年かかって. 

技:の研究をしr 
いる方でもあ1〇まして，®休 
みは！^察のためにひと月くら 
い山仁こもるとか。授業も、 
脈も追求し続けてく tさい 

ね。 
千瘈资埋 

てさるみんなて垛作すn(A.作《ない 

アトべンチヤ™"ケ—ムで遊んぐい 

る仲のよい女の子4人、という感 

しこれがなんと、中学3年理科 

第2分野"大地の変化"の中の'、地 

球を調へる"の授業なんた_先生は 

田忡義弘先生歲は30ち■いっとか 

な,MSXか教室で大活钳してい 

るのも，実はこの先生の元気さの 

おかけではないかと思う. 

見学した.授業は'*±姐求を調べる" 

の最終回..教室の隅には実物の岩 

石襟本を入れた箱がならんでいて、 

ますは、各班ごとにその箱を自分 

たちの相Iに持ってくるそして、 

コンピュータの画面を参考;二そ 

れぞれの岩石の名前を当てなぐて 

はいけない授業が終わるまでに 

作業を終わらせるという、制限時 

間付きだ，さっきのアトベンチヤ 

ーゲ_Aみたいな会話は、ヒント 

になる_」面を探していたんたね 

でも岩石の名前当てにたどりつ 

<までに(i、たくさんの画面を遇 

過しなければならないなにしろ、 

*地^を調べる々のがテーマだから： 

地殺の話、ヒマラヤから出た貝の 

化石のこと、ウIゲナーの大陸移 

觔齓プレートテクトニクス理論、 

などなど.、4人で工夫しながら， 

次々に画面上[こヒントを呼びだし 

て、その解説を読んでいかなけれ 

ばならないんだ， 
授業の中味は濃いけど、コンヒ 

ュータの操作は簡単' 力ーソルキ 

—〈またはトラックボール)で画面 

上の矢印をtflかして、目的の物に 

^合わせるそれからフアンクシヨ 
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ンキ’で、その物について何をし 

たいか(たとえば調ベるとかxx 
するとか)を、画固の指示にしたか 

って指定するだけだ。 

火山か爆発する画面には効果音 

も入っているし、アニメふうな動 

きをする画面もある生徒を飽き 

させないためのいろいろな工夫が、 

凝らされているんだね 

|オリジナルサフンートが 
I授業の鍵をにぎる 
そんな凝ったことができるのも、 

田仲先生がMSX1の時代から授業に 

コンヒュータを使っていて、MSX 

をすっかり消化しているから.実 

は、システムに関する田仲先生の 

説明は高度すきて、ポクにはわ力、 

らないところもあるでも、この 
コンヒュータ授架全体の中て、絵 

の分^と説明文の分Mか、なかな 

かバランスよくて-きているな、と 

いうようなことは、英語の先生て 

あるポクにわかった。 

また、画面ごとのつながりもよ 

く考えられていて、たとえば絵を 

見て「あ、二れは何だろう」と思っ 

た掬を画面上の夫印で指すする 

とそこの部分が拡大され、くわし 

く調べることかできる.さらにま 

た「これは何かなjと思った物を指 

すと、名前や性質や働きが説明さ 

れるというわけ。 

さて、生^走たちは画面に新しい 

説明が出てくるたび^ "サブノー 

Kというブリント <12へージもあ 

る!)にそれを書き写してい“読 

むにはちょうどよい分避の説明て- 

MSXで紙芝居に挑糊 
1买她部の生徒にコンビ：！ータを使： 

わせたらsこんなものを作ってきたi 

んですよ」と.田仲先生が見せてく； 

れたのが、MSXを便った紙芝居〇ク•: 

ラフィツクツールで描いた総に合わ； 

せて、テープレコーターからナレー： 
シヨンが流れるといラものだa : 

授装でもコンビュータの人免は凌 

いけど、勉強を恿述しないですむ！* 

外活勘では、生徒の独創性が卜〇〇パー 

セント発瘅されるんだなあと再涊通0 

これからも、どんどん面白い使い方 

を考え出し?：ください0そして、M 

マガにも教えてくた•さいねc 

も、写すとなるとかなり大変で、 ポクには田仲先牛のコン〆t一夕 
ヒーヒーいっている感じもした。 

コンビユータを使った授業そのも 

のはvみんな楽しそうにやってい 

たし、それぞれに感想を聞いても 

大変好I乎だった,もし害さ写す作 

業でその楽しさが損なわれてしま 

うとしたら、残念たね 

を使った授笼は少し褥き写しが多 

いように感じたU生徒が少し受身 

すぎるという気がしたわけだ，授 

菜のあとで感想を閒いたところ、 

『授業中は，とにかぐこうやって、 

-き写しておいて試^前に暗記す 

るんTす」という生徒t>いた.これ 

田仲先生は、授業でもなんに閗 

しても「楽しくなければ意味がな 

い」といつている先生だ,，この氛 

持ちが大切なことは，前にMマガ 

に連載していたTAIクリッヒング々 

を読んていてくれた人はよく知っ 

ていると思うたからこそポク(J、 

''科き写す"作菜ももっと楽しくな 

らないかな……と思ったというわ 

け,.大切なことだからちょっと説 

明させてもらおう 

|受動的にも積極的にも 
Iなりぇてしまぅ授業 
コンヒュータを教室で使う場合 

を、おおざっはにふたつにわけて 

みようひとつは，生徙か何かの 

知識を受け入れやすいよう【二（受 

動的に)コンピュータを使う場合 

もうひとつは生徒が自分から情報 

では、せっかくのMSXを使った 

徽紙車なる宵き写しの作業に 

なってしまうのではないたろうか 

その点を田仲先生にたずねると， 

「ただ機械的にサブノートを埋める 

ので(Jな <、各項目の問の聞係を 

しないと埋められないように、 

作ってあリますjとのこと.たしか 

【-岩石の名前当てはそういう贫も 

した，火成岩が、どういうところ 

で、どういう作用で作られるかが 

わかっていないと1ヒントの画面 

に早ぐ行けないんだ。でも、欲を 

いえば、そういうゲー厶的な部分 

をもっと增やして、生徒たらがよ 

り憤極的に授衆に寧,加できるとい 

いと思う.， 

|もっともっと 
Iアドベンチャー的に…… 

を探しだしたり、ゼロ 

から何かを作り出すた 

めに(能動的に)使う場 

合...ふたつのうちと—ち 

らかがよくて、もラー 

方は悪いという単純な 

話ではない。これはむ 

しろバランスの問題だ 

ろう 

バランスがいいかど 

うかは、見る人によっ 
1 'け-てのn: r-t \ j篇aかホカホカ，てる卞ても違つてくると思う 

そ二で、素人にしかできないよ 

うな大胆な提案をひとつ，0地球を 

調へる#のコンヒっ,ータ软t；tを，も 

つとアドベンチヤーゲームふう[二 

できないものだろうかたとえば、 

ジュール•ベルヌの地球の中心 

へ峨)(またの名を■地^行J 

などを土台にして、世界最大のダ 

イヤモンドを探しに行く物語にし 

てしまうとか,、 

話はこんなふうにはし1る.大 

妻の女生徒グルーフがある日富士 

•■松f"のFS-55D0 [こテーフレコ^-夕をつ 
ないて、蚍芝居のテモンストレーシaン. 

山に登り、偶然にも深い穴を発見 

するその六の壁は何力'¢0鉱物で 

きらきらと輝き、そして岩の間に 

は謎の文害が“.…暗号を解くとv 

その文禅は東京ドームくらいの大 

きさのタイヤモンドの存在を語っ 

ている，そこで生徒はダイヤモン 

卜発見の旅に出かけ、旅の間に地 

诚変動や、火山や、大陸移動や、 

岩石のことを勉強していぐ、 

こういうストーリーが実際にで 

きると、アメリカのwミミ号の航海" 

に似てくるかな.■これは、ビデオテ 

—フや本を駆使して、鲸を救う航 

海をシミュレートしたコンヒュー 

夕教材だそうだ今のダイヤモン 

ドの話も、とても田仲先生1人に 

製作を押し付けるわけにはいかな 

いソフトメ_力一やハードメー 

カーにも、本^をいれてもらいた 

<なるわけだ。 

「ボクはIVIS Xか大好きなんです」 

と田仲先生は話すコンヒュータ 

を授業に使うことも好きだからこ 

そ、自分で苦労してプ:ログラムを 

作っているのだというこれから、 

コンビュータを含めたマルチメデ 

ィァの教材が出てくると思うけど、 

だれも力觸業に利用できるように 

なるためには、コンビュータがも 

っとtつと身近なものになる啦要 

があるそんな可宵mを秘めたマ 

シンかMSX,これか田仲先生の 

意見なのてす.:， 
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私は生の声が聞きたし、/Uですよ 

ウ，、ウ，、@ソフト八ウス明 

-一■=—第2回-一一一一1$ a 
MSXマガジン編集部の面々が右往左往、あつちこ 
つちと飛び回0、足でかせいだソフト八ウスの生の 
声！これからの新作情報やソフト八ウスの方向性 
が、ぼれ、手に取るよろに!？ Mマガ編集者の出張 
の結果を目にちみよ。北は北海道から南は九州まで。 
全国行脚の、ウ八ウ八ノノフト八ウス日記の第E回 
目です。さて今月はどことどこでしよ3か7 

▲ 

MSXといえはコナミ、コナミ 

といえば切っても切れな 

い，緣だよねMSXの劍成期の 

二ろから、秀作ソフトを•剖り続 

けているコナミを、このコーナ 

一に出ていたた-かないと、バチ 

が当たってしまう. 

しかし、やや気になってしま 

う-とわ^ —点最近ち，よつと、 

tコナfがあな屯宇坤今圳のしn :.ふ ハ.U 

テナント.ゲみんな一.？I.说嚷Uかり〇— 

ソフトの発壳へースか遅れさみ 

のような気が……そのあた1J 

も含めて、コナミの社屋に突#! 

お相手くたさったのはもうこ存 

し，泣く子も黙ってひっくり返 

っす)ゃうという（？）、広報の紙 

尾さんだ。 

「祖ソフトの発売が遅れぎ 

み二ほんとに申しわけありま 

せんでも、それそれの 

作品の出来は、十二分に 

楽しんでいただける内容 

と、破If言していますし、 

自信かあ1Jます」 

お一確かに、新イ乍ソ 

フトの発売が延びてしま 

うのは、我々にとっては 

ちょっと悲しいことだけ 

と' その後に出てきたソ 

フトがすばらしい出采な 

ら、許■しちゃいますよね 

人間は、やはり、スナツ 

ナヤー、□ ー ノアー_<T} 

野望/そしてコナミの 
t玄T %本小:Jtめなんかむあたり！，て 

ケームコレクン■ 3ンVtjl.lと.ろ：.ハイヤーて中りつけれいI,んた:わ 

4 どれもいすこから.. 

『今の段階てはまたお話I 

でき！;せんか、_89年の1| 

月かZ月に、また新作の| 

アナウンスをしますので、 

楽しみにしておいてぐた| 

さいネj今は教えていた 

たけないんてすか？ 

「だめです」 

う一ん，守りが固いな 

ところて—2 +の菊H乍って 

出ないんですか？ 

r出していく予定はあります正 

式な発表は、もうすこし待ってく 

たさいっては」，う一んしようが 

ない、待つかないずれにしても 

あと1力J1か2力月すれは、新し 

いコナiの蚰きかわかるみたいて 

すから、しゃあそれまでにtスナ 

會.1つ：7>S[J J K t hみな？んIわなしふ1、 
て.叱もぃ1-とがこさいiヤん：とL 

ッチャーとコーファーを粘いてお 

きましょうかね「3度のコハンの！^ 

次に.讎伝锐が好きですjとい 

うさんから引き出せた惝報は 

以上でしたん？みんな不满足 

!?でも、まあ、待ってみようじ 

やないか、なあ、みんな！ 

LLJJLUL.ll I 11 f T； fi 
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新宿のとあるビルの中入口 

のドアに張ってあるのはトラ 

クエのホスターそう、こ二は 

まさしく社会現象にまでなった 

—連のトラクェ.シリーズを生 

んだエニックスなのたでs卜 

アを開けるといつもにこやかて 

:.温和な雰囲気を漂わせる開発部 

の曽根さんが迎えてくれた. 

まずは気になるトラクエJ 

のことから間いてみた編集部 

にも「いつになったら発売され 

るんてすか？」などの声がたく 

さん寄せられているしね 

「う、ううっ予定はしている 

んてすよしかし_>ラクェ10 

の場免移植か 

とても大変なん 

ですでも、1 

日も早く期待に 

合んたぃと思つ售札 «n£i,ii3 - vi | 

てい丰す」 rね > よか逆XI:ちてさなぃ？ Jとの声あ4 Jしたケ 

ちよつと圃bせてしまったみた たろう 

■もJ .< 

K) 

■ tT： 

お■.'.方面Sそうな 'が二う 
なるときか钇は怖いのてX 

” _ 
"rrrr 

%命かむとmいつつも力〆ラ 
れしている酋垠さんさすかっ 

いたてもこの質問はことあるこ 

とにmけていくつもりなので、曽 

根さん、劍■吾しておいてくたさい 

そnては今後の予定を間いてみ 

ようとりあえすウイングマンス 

へシャルに綫いての彳乍品は、二の 

日また開発途中にあったアンジ 

エラス_いきなりイメージの遠う 

作品になり練いてしまった二の 

後はどういうものが発売されるの 

mmmmrn i」丄i 11慕:I 

ナムコ 
期待せずにはいられない!! 

y_ヶードゲームを筆頭に 

フアミコンなどのホーム-アミ 

ユーズメントにもグイグイ君臨 

するナムコ 'イシターの復活. 

の発売により、MSX用のゲーム 

開発に対する気合がmしられた 

そこで、我々はこ 

れからのナムコを 

期持しっっ、東京 

は矢口渡にあるナ 

ムコへと足を運ん 

だのであった。 

取ネオに立ち会っ 

てくれたのは、ナ 

ムコット事業部の 

河野さんと吉憤さ 

んmマガ編集部 

にもよく訪ねてくるので、取材 

も思いのほかスムーズに進んだ，：, 

rます七-ピウス.なんですけど、 

おかけさまで頼平判もよく、発 

売は12月下旬になリます今ま 

でのゼヒウスのイメージを，さ 

^ V V1 
n m 

\\Sa ‘一一^ 

らにグレートアツフした、スゴイ 

てきになりました,セヒ期待して 

<ださいおもしろいですから」 

と河野さんは語る。 

「あとI ‘センターコート..「なんて 

すけど…■■Vもう少し待ってくた 

さいJとのことたテニス好きの 

キミは首を皿のようにして（？）持 

とうねお金ためて 

ところて、しつはナムコが極秘 

(?)に開発してるケームがある. 

今は野球ゲームとしか、 、えない: 

が、カンのいいキミならわかるよ 

ね，里予といっ 

t力.スドハの#i •..さんとナムコのド，■レ 

なかなかV1『レた；りなのた、こnか 

•発先か巧たれるゼビウ叉 さあ，今 
から旰金しろよ一r スゴイから一I丨 

貪ふくら关いか311なる.ずド > ん石：1: 2 m >ん会 

といつも砑慎州を牧えてくれるお世M!こ14 Tiす 

たら、ファミス:？，たな。開発は 

傾稱で' 動いているケーム画面が 

見られるのはたぶん.采年になって 

からのようだMSX?十対応たそ- 

かなリス コいものになりそう だな 

また発売Sなと具体的なことに閉 

しては未定たか、新しい情報が入 

り次第お伝えするぞまぁ、詳し 

<はNEW SOFTのとこ見てね 

ウハウハ，.ソフトハウスg}K 

「犬一つと、そうですねえ具体 

的には決まっていませんが，他機 

幢のソフトを順次移植してぃくっ 

もりではいますj 

そうそう、ティズニーのrファン 

タジアをイメージしたドラクエ 

のビデオも発売されたね，エニッ 

クス自体がディズニーワールドの 

ように夢のある世界を展開してい 

つてくれるかもしれないそ 

155 
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mm 

ftUSIC： 7 £W 
:l/：1 

E2E2^ 

會シフいイメージたか，とても付:ぃv1 

い再知くんf- U觔麻其.作成かゥレ：^ィ 

座って、みんなでワイワイ遊ふ， 

なんていいよねべつにセラミツ 

クフアンヒーターでtかまわない 
けどこれは来春発売予定た-そ！ 

着々とジャンルを広げるウイン 

キーソフトはがんばっているのた 

ウインキーソフト 
着々と開発されるゲームに期待大だあ 

落ち滴いた賴if気のなかにも 

都市化の進んでいる、大阪は江 

坂。そこ{こあるマンションの中 

に構えるウインキーソフトア 

クテイブシミュレーシヨンとい 

う、ちょっと風変わりな1’あかん 

ベドラゴンでおなしみたろう., 

取材班を迎えてくれたのは离 

宮さん。ウインキーソフトの社 

長さんだ.さっそく新作'痛報を 

たずねてみたのた、 

fますはTAKERUで販売される 

''音知くん,;です.ミュージック 

エディタなんですけと%目動音 

楽作成モート'があり！；して，動 

物に見たてた雰囲気（たとえは 

ゾウなら重い感じ，ネズ£なら 

轻快に、といった風)め曲をMSX 

が勝手に作ってくれるのです 

FM音源はもちろん、PSGにも 

対応していますj 

発壳畤期にとらわれないVフ 

うだても、これなら音楽に詳し 

くない人ても、菜直に受け入れら 

れるんしゃないかな？ 

あと開発中のものE二、アメリカ 

ンサクセスがあるこれはボード 

KとくにツールはTAKERU向 ゲーム（モノボリーやバンカース 

きなのでは、といった意向のよ 

•尹,矢！^ん，をチェクしている.■■ ノi 
ン兮ツ1?スを閉発中Jr1 <打 T くたA 

など）をf通村にしたゲームた'お金 

の計算などの面倒な 

ことはいっさいMSX 

にまかせて、ブレイ 

ヤーはゲームに集中 

できるのだ内容は、 

ちよつとI;至営シミユ 

レ_シヨンぼいも1(7) 

に什上がりそうだ.-. 

其い夂の夜、石:;由フ 
feT ti アメリカ ' ' 1X、 ^ 
I行Ti rよアンヒーターの前に 

f f i i i 1[i i LJLxrrTTT r 4 11 r xn i u i i 
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::：；：- .'.. . .Hi-'...:.. ■•：--V _ .__ A 戦.-: 

新幹線で東京から5時間の 

んびリと読み始めた文庫本も終 

わろうとするころ、電車は広息 

駅のホームにすべりこんだu目 

播すはお好み焼き-■….しゃなか 

つた、•テ''イスクステーシヨン.. 

が好調のコンパイル広崧を起 

点として大販、名古屋と廻る、 

2泊3日のVフトハウス紀行の、 

最初の訪問先だ.， 

ポクらを出迎えてくれたのは 

仁井谷社長さんちょうどディ 

スクステーシ3ン創干の発壳 

後ということもあ〖バパソコン 

シヨンプゃ読者からの問い合わ 

せ镭話をぬってのインタビュー 

嫌这に出すさち’ 
て格…という仁井谷社£ 

會コ > ハイルmスタV 7は30人U t M好セクし 

3ンたけてマン1 >(7)2mm.を占4している 

となった 

「まず今後の発売予定と 

しては、ディスクステー 

ションの隔月刊が決定し 

ていますそれから、そ 

の間を埋めるようにして、#ハー。 

通常のゲームソフトやそれ以外の 

何かを出していきたいですね.と 

リあえず年末に輿，S王ゴルベリ 

アス，を出しますよ」とのことゴ 

ルべリアスに閉しては、先月の二 

ューソフトのコーナーて紹介した 

とおりflf年発売されたMSX版 

をハワーアップし，MSX2と？ + 

の兼用ソフトとしたものた— 

*それ以外の何か"というのがビ 

ツグニュースで、レトロゲームば 

二，そり見せX < ntz, H -腿王3：ルへリアスのIK： 
> クラ71/クかと，てむキレイ_r f さ 

かりを集めて、ディスク版ソフト 

として発売してしまおうというも 

の現在予定されているのが、来 

年3月頃のレトaセカ—その普， 

コンハイルがセガブランドで開発 

したゲームの数々をv 6本〗組に 

して4,800円T発売するそうた 

またシューティンクファンのため 

[二は、ガ_ディック.のも開 

発中とのこと.話題作が目白押し 

のコンバイルなのだ 

T V t i n I T I 1 I TT f M I M M M 1 I M mp J 

*1:.1!tIAしな-/^^n- < I- 

lT^-:/J:5:ぇ％:*.いttfeさん I す 



勹八ゥハなソフト八ヴス日記 

Lj% 

::：；：r： ':：：:，!'••- 
..■■パ..’ ' ぐ.. 

アミューズメントの移櫥こ期待 
MSXのソフト開発では、まだ 

あまりお馴染みではないけど、 

ゲームセンターを中心とする■ア 

ミューズメント業界では、m 

人ぞ知るのが日本物産ニチブ 

ツの愛称で、広く蜆しまれてい 

るのだ： 

■わしさよたちに大肝利たつたという阪扒のハ’パ/•— 

ジを持つS消さんいつtお担結に4っTいます 

そのニチブツのMSXソフト第 

1括は、麻雀ゲームの/制穿)L 

Mマガでも前に紹介した二とが 

あるけど；コンヒュータに勝つ 

ごとに女の子が服を脱いでいく 

という，ちょっぴりエッチなソ 

7卜だつたね.，じつは-このゲ 

ームのオリジナル 

はゲ‘-ムセンタ~ 

版アミューズメ 

ントゲームからの 

mmだったとい 

うわけ. 

ボタらが訪れた 

のは、大阪の天神 

橋にある日本物産 

の本社ビルいつ 

も電話で新作ソフト 

の情報を教えてもら 

っている、広報譏の 

三:浦さんにお話をう 

かがってきた。 

「ファンの皆樵には大変お待たせ 

しましたが,12月下旬に1■テラクレ 

スタが発売されますFM音源対 

やってきました、大販へI昨日は栗京から 

広眉へ行って4コンパイルの取材&モして、今 

Bはウインキーソフトとデータウエスト（次号 

で報笆)、そしてアイレムとE本校]！の取材をし 
ましたeラーん、いいなあ出强って。おいしい 

ものを食べて、仕取を忘nて（おいお一い丨）h 

のんびり羽をのはすeいや一、天国ですわcえ 

つ、この取材報告、私が雪くの7がちよ_ん|| 

tいj•いj：発介か;大| .1たテラタレス 

? シューテfレクフ>，>n必見た 

応て迫力満点開発わS1れたふん 

完成度が萵< なっていますから、 

楽しみにしてくださいjとのこと 

ケームセンターて'話題になっ.たシ 

ユーティングケームだけに、娜 

のほとが気になるところたね 

また、前々から噂にのぼってい 

るクレイジークライマー.の移植 

に関してうかがうと、「予定には入 

っているんて-すがt発売は来年の 

夏以降」という筈え酋を县一くし 

て持っていよう 

U IJ TTT LIJCXT imi uM 
♦ 

大阪は西区にある岡本興産ビ 

ルなかなかイカシた炸リのこ 

の中に、アイレム販売がある 

アイレムといえば、やっぱり 

rR-TYP£jであるa 

我々取柄班はアイレム販売の 

吉_さんに、これからの新作に 

ついていろいろ閒いてみた. 

「R-T YP Eは発売が遅れて大変 

申し求ありませんでしたモノ 

はかなリ前にアップしていたん 

ですけど…"チツフ不足のた 

め、遅れざるを得なくてでも、 

月中には発売しますので、と 

うか買ってフ‘レイしてほしいT 

すね...苦労しましたから」 

アーケード版と 

は少し違う点があ 

るものの、やはり 

あのスリルは原作 

ゆずり！ 待ちに 

待ったR-TYPE、 

シューティングゲ 
_ム好きな'へゼ 

ヒ過んでみて！ 
vr 

:! TTTTTT T"nrrrmt+ 

-KttJ 
レム販売 

ド仕込みのパワーを見 
T；今後のゲー 

ムソフトについて 

し吉岡さんはこ 

MSXfflCゲームを作 

るとしたら、やはり 

アーケード版の移^直 

になると思います 

ユーザーさんの要望 

が3里ければt彳乍って 

いきたいですね」 

これからのアイレ 

ムの動きに期待した 

いところだね 

う語ってくれた. 

rMSXはとても跃 

力的なハートです 

ねもしこれから 

tE.i”い—いきますよ！とI己念潘| 中央のタンティーな八 

な苦！^さんて，その右®の人t吉阳さん…-へあれ？ 
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マイク□キヤビン 
アドベンチャーならキャビンにおまかせ 

名古屋から近鉄特急で30分 

三速県の県庁所在地、四S市市 

【こマイクロキヤビンがある「ゆ 

くゆくはビルの1階を喫茶店に 

して..jなんて大矢知社長か 

語るビルは、四日市で一#ナウ 

イとお要付きのものふと見る 

と社長自慢のBWWのM3という、 

と一っても高い里が得めてあつ 

たり、入リロの横【二かっこいい 

サイクリング車が立てかけてあ 

つたり。ソフトハウスというよ 

り、どこかのブティックといっ 

た雰囲気なのだ 

日頃、木村屋さんのハンをか 

じりながら、Gパン履いて仕事 

をしている取材班(特にラメン） 

は、このムードに少々ビビリ気 

i -れか尨:iAめマイクロキi_ t:ン匕ペ 

なんとし不患iftなかfこちをしている 

味それでも気を取り直して、新 

作予定をいろいろとインタビュー 

してきたぞ。 

「年末【二かけての話題作は、『きま 

ぐれオレンジロ~j Fとスーハー のアドペンチヤー■ゲーム化は、二 

大举免略.：ですね，それから、11月下 

旬にはめぞん一刻.完結鵠ノ仍デ 

イスク版も出ます」と話して<れ 

たのが大津さん..商橋留美子作品 

in 11[1 fet i J J 

7^r—TM i 
uソフトも頑張るぞI 

■MWV 
奮+齐知くん」の叫:発ハ-メヨンを，：L 

V.ク中しうすぐ免究enるそ 

名古屋の文化の中心地として、 

その名のとおり栄える栄（さか 

え）からJ也下鉄名城減に乘って 

分くらい堀田という駅を下 

りたところに、ブラザーエ業の 

TAKERU事務局があった.:，こ二 

は砧マカの特符:用Vフトp Vフ 

コンソフトの販売に、いつもお 

世話になっているところソフ 

卜自朗[拽TAKERUがあってこそ 

のMマガと，ついつい緊張して 

しまうポクらであった: 

「遠いと二ろご苦労様てす」と、 

ニコセカに出迎えてくれたのは 

車務局の柴田さんさっそく新 

作情報をお閒きすると、「年末に 

発売が予定されているのは、ア 
ドベンチヤーゲームのウォー 

ニンダと、裂動作曲機能を持 

ったF7 M音源対応のミユージッ 

クエディ；^音知 < んですど 

ちらもTAKERUてしか手に入ら 

ない、オリジナルソフトなんて• 

すよ」とのこと価格はそれそ 

れ4,800円 

また来年の#頃に 

は、mm.という 

オリジナルゲームの 

発売も決定なんと 

MSX2+対応のソフト 

て，フ□野球の12i求 
団にTAKERUチーム 

を加え、ベナントを 

争うものになるらし 
い『シーズンごとに 

選手のデータを更新 

する二とtjTAKERU 

ならできますねjな 

んて話も小耳にはさ 

んだから、今後め展 

開に期待しよう 

m鹂m晒广「す-、卞 

れからも続けていくとのことだ 

また来年の春頃には初のRPGを発 

売予定 MSXへの移植もありう 

るというから楽しみだね 

出張日記⑵ 

y 

あ一,.mか痛いです。w日は取材のあと、大 

阪でドンチャン絹苎。惡ノ1jしt取材班のひと 

〇なんか道頓堀川に飛び込む始末（ラそ)〇次の 

日は軍起きしなきゃならなかったの[こい……〇 

zて、今日はマイク〇キャビンとブラサーエ 

塞、そしrTSEVフトに取材に1ラ芒ます，こ 

の取枵が済めば出張はおしまい$ゆっ<D温象 

にはいって、ラまい料理に舌つづみCえ、直帰 

するの7ガーン。もラ少し出張気分に浸つて 

いたいよ一。え、原梅？まだですけど一…〇 

tソフトS队W TAKERU〜吼 < ,..う方キE S :fj Gの人なぢffi .)人. 

卜_ 纖.I -なる，1：てU k抽贷て;A:二Tと.夭めてい4しか 
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ウ八ウ八心ソフト八ウス日記 

,45 

冷 

み 

.a 

名古屋といえば、T&Eソフト 

てすね クレイテストト‘ライハ 

作を 

末の 

尽き 

と待 

して 

菜の 

いて 

「ぇ 

きっ 

なん 

も、. 

ツ7 

でも 

しま 

ますよ待っててくたさいね』 

どうやらキミがお年玉て-ホク 

イベントでのゲーム犬 

会用に、な(Zやらあ一 

t3 

?レイドック2なと、新 

ハシハシ発売しているか年 

目玉は1サイオフレートに 

るたろう発売を今力今か 
つているユーザーの代表と 

、我々取娜は営 

吉川さんに話を聞 

みた。 

え、大丈夫てす 

とあ、いやいや、 

でもないですで 
今チョット開発が 

ッてまして. 

大丈夫ですよ出 

す！出してみせ 

ホクしているところに発売され 

そうたお正月はモチを食べな 

がらサイオフレード、そんな人 

もいつばいいそうな気がするね‘ 

これは新作ではないのた々、 

E 4 —の大ホヤ.曼オコン-ドf?苈幾め舌川ごんと 
ハイトライトシリ』-スT LなL Aの内晬さん 

は一みゃ一とつん な 

るゲームを開発してい 

るようだレイドック 

2のパッケージに入つ 

ている応募はがきに、キミの考え 

た敵午vラクターのドット絵を描 

いて送るのだ優秀なものは、ゲ 

ーム中に登埤させてしまうという 

わけタイトルからわかるように, 

レイドック？のノ、ロディー版で咨 

古屋上空を舞台としたシユーティ 

ングゲームなんたけど、非売品な 

んだな一これがぜひとも手に入 

れたい!という人はイカした嫩 

キヤラを送ってみてくれ！ 

•サイオフレートの屯:発スタフのみなさん和免あい 

あいとI.た铒渑穿-かうかかえるよしみに衿ってまT』 

吉mさんとのお話か柊わったあ 

と、開発室におじゃました、_ 

上には極秘（？)め資料が積まれて 

あったり、開発中のゲーム亟面が 

映し出されているディスブレイが 

あったりと,緊迫戚に満ちていた 

のだ！う一ん、次から次へt ノ 
フトを出すT&Eソフトそれだけ 

に新作を期待している人も多い 

二れからも楽しくて面白いソフト 

を作ってほしいと願うのだf! 

' ■ 

^ I l-JLil I t I I i j I t I I I i m 

日本ア 

創立5周年( 

F*レネット 

創立5周年のパワーだあ! 
クシヨンからRPGまで、多 

ゲームを作り続けている日 

レネット エグザイルの 

卜て今、ノリにノッている 

トハウスたエグザイルと 

ドラッグというちょつ 

しげなアイテムを使うこと 

で、i舌題を呼んだよね 

「このゲームてのドラックとい 

うのは、.単なるアイテムに過き 

ないんですよェグザイルに登 

場するアサシンという人物もv 

実際にトラックを使用していた 

ようてすし」とシナリオ徂当の 

赤堀さんは語つ 

てくれた： 

で、気になる 

のは続編のエ 

グザイルlbた 

「前回はほかの 

■Iのものを少 

し簡単にした形 

になってしまつ 

て、MS)(ユーザ 

wtmsmmmmm 

一のみなさんには申しわけありま 

せんてしたしかし.,フログラマー 

ががんばってくれたおかげで、他 

塊種のものと至:わらないデキにな 

りそうです」と、営業の?I島さんの 

言Mにもパワーと熟気がこ6って 

いた我々取材班もチラツとサン 

フル版を見せてもらったが、はっ 

さりいってmき！前作よりも数 
段レベルアツフしているのだ！！ 

露びの笑みを隊しきれない我々で 

あったのだ9 

ところで日本テレネットは創立 

5周年を迎えたそれを記念して 

キヤンベーンクイズを芙施中だ 

カンタンなクイズに答えるだけで， 

ネ由選でゴージャスなプレゼントが 

倫各スタッフは，このような樂.をへたて 
1-f.riに向か/て日夜かんUってい5.す 

會スタフのAにエタサイルBの□コを 
持ていたたいた 6ょ，と較强さみ！？ 

もらえるが、締め切りが近い 

蛘しいことは雄!志の広告やバソコ 

ンショップで，キミに当たるかも 

しれないぞう一ん、つくづくユ 

—ザーフレンドリ_ですね！ 

JiAJl 
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ウーくんのソフト屋さ ん#B 

TOOL _ イラストSコミック桜沢エリカ 

L32J EZ^zJa RAWI3eK以上プログラム 杉谷成一 
Cj^2> 

ウーくん访おこづかしM 

プログラムの使い方 画面左下にc rの形で表示さわ 
ます rは愤の列、cは縦の列の 
番号を表わしています 

''コマント〃と表示されていると 

寒い季節になりましたね。てもこれから冬休み、 
クリスマスとさて、お正月！一番楽しい時期で 
すね。街を歩いていると、北風がピューピュー吹 
いて、体はフルブルしちゃ5けと、心の中は期待 
でポカポカなんじゃないですか9でも、あんま 
りラかれていると、せっかくためたお年玉もパッ 
となくなってしまいますね。そこで、お金を計画 
的につか5た:めに、このおこづかい帳を利用して 
みてはどろですか7たくさんたまった（71)お年 
玉を、ちょっとカシコくつかってくださいね。 

セーフしてから実行して< ださい 

$た' このフロクラムはデイス 

ク•対応のため，デイスクドライブ 

を持ってなL、方は使用できません 

あらかしめこ了承くたさい 

カーソルキーで力一Vルを動か 

す二とかできます力ーソルの表 

示されているところをセルといい、 

きは、5つのコマントカイ吏用でき 

ますコマントの费味d 

C =文字の入力 

V;数字の入力 

B=セルを空白にする 

セーブ.口一卜をする 

W =セル<7>長さを変える 

です gキーで終了します 

160 1保つてきたウ—くんのソフトsごん 



おこづかい帳 
i 讎 f Wm OKODUKAICHOH 

'レ3? ティ 
1020 SCREEN 0:KEY OFF :CLEAR 5000 :CLS :W=4j?- 
UW WIDTH W:SY-1 rSX-1 :)( = 1 :Y = i :QY-1 ：0X = 1:LOCATE ,,1 
Kugt din N(40，10) ,c$(4is,,n(4@,i0) 
i㈣ BOSUB 2310:GOSUB 2370 
1_6® GOSUB 2130iGDSUB 195(3 
1謂二]ゥリ3” コマずニユゥリヨ？ 
1剛 T=STICK(0J 
UV:M X-X-(T>1 A_ J<5 mu X<11)+ (T>5 AND T<9 AND X>1) 
n_ Y"Y-(T>3 AND T<7 AND Y<41)+ ( < (T-l DR T^2^DR T=B) AND Y>l) 

ilPJ IF DXOX OR OrOT THEN GOSUB I950:OX=X :DY^YsGOTO l 難 
1121?伽I釀Y本:JF K$=WH THEN i咖 
113¢ IF (K$=<"9H ANf'D K$>="011 JOR K$=","f OR K$=M-iJ OR K$=N, + " THEN GO 
SUB i450:C=2:6OTO1170 
J140 C™INSTft ("CVBTWDcvbtwQ14 ,K$) j IF 0¢ OR C>12 THEN 1^60 
1150 IF 06 THEN C=C-6 
lltd DN C BUSUB 1210,1320,1480,1540,1750,1880 
1170 IF C=2 THEN GOSUB 2370:GQSUB 213® 
1180 BOSUB 2230:GDSUB 1950 
119¢ GOSUB 2370 
1200 SOTO1080 
121¢ # tデニ】ウリヨワCOMM綱=C 
1220 1$=““ 
d LOCATE ^,22:PRINT 1ヂこ]ゥリヨ9;STRI(\fG$(1¢ / 1り；：LOCATE 11,22 

:：'4t? K^=INKEYf ;IF Ki=IM, THEN GOTO1240 
J:4 IF Kf=CHM (もHD) THEN C$ (Y TX) =1 f :N (Y , X) =2 :RETURN 
:aH.5! I.F K|=CHR$^HS) AND LEN (If) 0¢ THEN I $=LEFT$ UI ,LEN (If)-1);G0 
TO1綱 
1270 IF Kt^CHRfaHIB) THEM RETURN 
1280 IF L£NU$+K^) >20 THEN BEEPiGOTO1240 
1290 IF K$>=" H AMD K$-<CHR$(kHFE) THEM l$-l$+K$ 

1綱 LOCATE 11，22 SPRINT STRINGS (221" ,J) ； : LOCATE U,22:PR3NT 1$; 
1310 GOTO1240 
1320 19dウリヨ7 CDnHANEi=V 
1330 I $に,“1 

會苗日.，tんと入'力しf !. ^1tj 

■こnを使って財テクしましょう！？ 

各行の説明 
1-i - 初期設定 

れも 

134¢ LOCATE 0,22：PRINT 1ワウfリョウ： M ; :LOCATE 11,22 
1350 K$=INKET$ :IF K$-H 11 THEN GOTO1350 
1360 IF Kt-CHRKSfHDJ THEN N f T , X)-VAL 11 $} :M(Y,XJ=1:RETURN 
1370 IF Kf=CHR$(ttH8> AND LEN (1$)00 THEN I $=L£FT$ (If ,LEN<1¢}-i) :GO 
TO1430 

_に_; i キー入力とコマント 

入カルーチン 

V — !1.川i文字の入力判定 

IVi:14?数値の入力判定 

1380 IF Kf=CHR$tStHlB) THEN RETURN v セルの中身を空白に 

13^0 IF LENtIt+K：$) >9 THEN BEEP：60101350 
1咖 IF (Kt>=_.r AND K黎=ぐ_9” THEN I$=I I+KI:GOTO1430 

IF Ki=M.M AND 1NSTRUV■，レ 0 THEN I$=U+Kf :GOTD 1430 
1420 IF OR «•=■■ + _”AND I$=M" THEN I$=K$ 
i 430 LOCATE lit22:PRINT k, M ;:LOCATE U ,22 :PRINT 1$; 
1440 GOTO1350 
145¢ 'チョ？17 THラニ：!ウリiクス]ir 
f H = KI :LOCATE 0,22 ;PRINT ウチこ:！ウリョワ： u i ^LOCATE 11,22 
1曙 BOTO1430 
1480 Mr* ヲク娜二7ル COMMAND=B 

1帽 LOCATE 0,22 SPRINT “ヲイシ3り tJt R" |ヤ；_て’；X :wイイテ H( Y or H)"; 
15_ K$=INKEY$:If K$=__M THEN 15M 

W IF K婁=*_¥■• OR K$=Hyu THEN H(Y ,X)*=®sN(Y ：C$(Y 1X) = ,'" :RETURN 
1520 IF DR K$-Mn" OR Kf-CHR^ (^HIB) THEN RETURN 
1538 BEEP:GOTO1500 
1541? mn COMMADN=T 

するルーチン 

154f-1Mディスクへのデータ 

の口ードとセーブの 

判定ルーチン 

‘VI セルのサイズを変更 

するルーチン 

1_.1フログラムを終了す 

るルーチン 

1.6 !、力ーソルの移動と表 

示処理 

::リれ1，:闹面を表示する 

⑴：，コマントを表示する 

.へ；!. ’’ぼ》各項目を表示する 

.' ■.ち:|表の初其制レレーチン 

?370 M. I表計算ルーチン 
_ a.じ...V.ゾつ■いa a，岫：、.げ+.. : ■丨り，f .J 
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1別' CLS 
1 IMPUT "Save or Load(S or L)" ;A^ 
15' IF M=tfBn OR 妙:*_s" THEN 1303UB 1740:BOTQ 1660 
i56i? IF A$ = ,,Ln DR Al = ^ THEM BQSUB 1740 :BOTO 159l?:ELSE 1560 
1590 ^INPUT 
\bm OPEN Fi + " .DAT" FOR INPUT AS #1 
1610 FOR 1 =1 TO 40:FOR 3=t TO10 
1620 INPUT #1,n(I 
163< IF OR M(I,J)=0 THEN IMPUT IIfM(IrJ) sGOTO1650 
1640 IF M(I ,J)=2 THEN INPUT #1,C$( I ,J> 
16m NEXT J;WEXT I :GOTO1730 
1660 ^OUTPUT 
1670 OPEN FOR OUTPUT AS #1 
1690 FDR 1 =1 TO 4¢ :FOR J=1 TO10 
1691 PRINT ttl Tf1U ,J); 
1700 IF h(I ,))-1 OR MU TJ)=® THEN PRINT #i,NU,J) ; :BOTCJ 172® 
1711 PRINT #1,CHR$(?<H22)+C$(I ,J)+CHRt (StH22)； 
1720 HEtl J:PRINT HI,;WEXT I 
1731 CLOSE ttUSDSUB 21301RETURN 
17杣 FILES :PIRINT: INPUT TILENAtlH" ;fl :R£TURN 
174 JW<7：1 rj2^? 2^,(2^ ^ % 7テ"）COHMAND^W 
l?6i LOCATE 0,22; PR I NT nU サイ r ^ 二:!ウリ3クシテOT imX-2m ; 
1771? 1$-^11 
1780 K$-INKEYf:IF Kf="" THEN 178® 
179じ IF KS4CHRt(&HDJ THEN SW=VALa$i :SY*1 :SX=1 :¥-l:X=1;0Y=1:0X=1:G 
OSUB 213¢! iRETURN 
1_ IF K$-CH#(S(H8) AND LEN(口）<>0 THEN I$=LEFM (1¢,LEN¢1$)-I) ;60 
TO1950 
1白IF Ki=CHRi(^HiB) THEM RETURN 
1820 IF LENU^+Kfi >2 THEN BEEPsU=MM:GOTO1850 
1831 IF VAU(If+KI) >20 THEM BEEP： If=*".；6QTCI 1850 
1日49 IF K$> = ^0" AMD K$ =ぐ'9M THEM I$=U+t(生 
l LOCATE 34,22; PR I " n ; :LOCATE 34,22:PF：INT l$\ 
I860 GOTO178¢ 
lB7d RETURN 
188H ^j9'；39 2^ C0HMAND=0 
189 LOCATE 0,221PRINT ウリョウ IflZ イイfUMlf Dr H) n ; 
19m K$=INKEY$iIF K|广，THEN 1900 
191^1 IF K$-"Yn OR K$="y^ THEN RETURN 1940 
1920 IF K$=MN" OR K章：，，nu OR Kf=CHR$UfHlB) THEN RETURN 
1930 BEEP：GOTO1900 
1940 CLSiEND 
1950 Uft ノ ピトイト*ウ 
1761 IF SX>X THEN SX-SX-1:GQSUB 2130 
19抑 IF SX + INK (W-2)7BWi-l<X THEN SX-SX+1 iSOSUB 2_ 
199) IF SY>Y THEN ST-SY-1:GDSUB 2130 
1991 IF SY+20<Y THEN SY=ST+1:GOSUB 2130 

IF IKV THEM CR$=STRIM6京（SW，CHR：t“HFFn ;GOTO 2050 
v . IF MiY ,X)=1 THEN CR$=STR$fNa,X));CR$=RIGHT$(CR$,LEN(CR$)-1): 

GOTO 2030 
2020 IF M(YfX)=2 THEN CRf«C$(Y,X) 
203? IF LEN(CR^)>=SW THEN Cft$=LEFT$【CR$，SW-1) 
2040 CR$-CR$+CHftf(^HFFJ 
20150 LOCATE ,,0 
2061? LOCATE (OX-SX ) *SW+2, (OY-ST)+ 1 
2070 IF M(01T ,0X) =1 THEN PRINT USING STRING? (SW t "#") ^(OY^X) ::GOTO 

2100 

プログラム解説 
数字の入力はVコマントを使わ 

なくてし直接数字を入力するこ 

とができますまた、MSX2を持っ 

ている人は、1020行のW = 40をW 

= 80にすれば、80字モードで表示 

することができます 

画面上の各項目名が少しカタい 

表現なので、2350行のデータを変 

えてみてはどうTしようか 

MSX2 +やDOS2を持っている 

人は、漢字モードでかすことが 

できますまず、フログラム中の 

CLSをすベてCALL CLSに変更し 

ます.，そして、CALL KANJ41ま 

たはCALL KAMJ13のモードで実 

行しますただし、力ーソルが表 

示できなくなってしまいます.ネ寺 

っている人はやってみてください 

ねカセット対応にすることも陡 

単なので、ちょっとブログラミン 

グに自i言のある人は改造してみて 

<たさい。 

また、力一Vルの移動や計算■ル 

—チンかBASICで組まれているた 

め、処理が少し遅いので、マシン 

語のわかる人は、自分なりに改進 

してみてもいいですね 
今年 /€ 

C く 
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おこづかい帳 

fsl?;つ 
新し 

為的 
し1レIも 

f?朝的:ヒ 
m \^ZXいい1hス七一 

CCVBTWQJ :" ; rF'RIWT STRING$(W-1B 

2麵1F M(OY,0X)=2 THEN PRINT LEFT^ f C$ fQr ,0X)+STRINB$ (SW " l() SW). 
:GOTO 2100 ” j 

2m^ PRINT STftIN6$(SW1,1 H): 

21㈣ LOCATE (X-SX KSk+2, ( V-SY) + 1:PRINT STRI NSf {SW T M ^ > ； 
' 'LOCATE U^SX) *SW+2 , ^ Y-SY ) +1;PRINT CR$i :GOSUB，2250 
2120 LOCATE tt1:RETURN 
213¢! ’すメンヲカク7抑力享ナオ;？ 
2140 CLS 

FOR I = i TO 21 :A=SV+a-l) iLOCATE 0fI:PRIhJT USINGf(##^A; :NEXT I 
2160 FDR 1 =1 TO IIMT ( (W-2) /SWJ : A=SX+ U - i ) :LOCATE SW# (I-U+ INT (SW/2J 
,0:PRI町 A;:NEXT I 

:.170 LOCATE "0:FOR 1=¢ TO I NT HW-2)/SW) iFDR J=0 TO ^0 
2180 LOCATE I*SW+2,JM 

2190 び M(J+SY,I+SX)-1 THEN PR INT USING STRING!<SWjN(J+SY I + S 
X) ;i60T0 2210 1 

22㈣ IF nu+sr ,I+SX)=2 THEN PRINT LEFT^ (Cf TJ+SY , I tSX) ,SW): 
2210 NEXT J:NEH I:L0CATE，•:l: ‘ 
222¢ 60SUB 223¢:RETURN 
2230 mmウラ鄉 
2240 LOCATE 0,22;PRINT nlljh 
:RETURN 
2250 ノ:rヨウヲカク 
2260 LDCftTE 0,23;PRINT JIRIJ ; r ; "C" ? X ; 
227必 LOCATE 1必,23 

22BI? IF THEN PRINT USING STRING!(SW} ：N(Y,X) : :PRINT 
^nve$(15," w);;L0CATE W"1,23：RETURN 
:290 IF MU?X)=2 THEN PRINT CHR$ (^H22)+0¢ {Y , X)+QHRI： (^H22) ; : PRINT 
TRJNGf(27-LEN(C$(Y,X>) f» “）；LOCATE W-lt23RETURN 
2300 PRINT STRING!(W-IlM);:RETURN 
2310 "ti9 / シa 本1) 
2328 SW=12 
233¢ FDR い1 TO 6 :READ C$(l,I) :MU , I) -2'MEX1 I 
2340 C$i33 

2350 DATA n/ftM/DE),テキヨウ,抑仆わ，ニユウわソ丁ウゲイ 
2360 RETURM 
237® サイサン 

239¢! FOR 1=2 TO 32sNU f6i =N (1-1,61+NU ,3)+N(1,4)-N(i f5) ;M{I ,6) = 1: 
EXT I 
2390 Al=0iA2=0：A3-0;A4=0 
2400 FOR 1=2 TO 32;A1=A1+N(I,3):A2=A2+M(I,4):A3=A3+N(I,5)sA4=A4+N( 
If6):NEXT I 
241¢ N(33,3)=Ai:N(33f4)=A2:N{33,5)=A3:N(33,6)=A4 
242¢- RETURN 

ST 

S 

:N 

変数リスト 
C$(m,n) セルの内容（文字） 

セルの中になにが入つ 

ているかを判断するフ 

ラグが入っている 
セルめ内容(数字） 

SW セルの大きさ 

SX,SY カーソルを移動した避 

前の力ーソル位置 

W 画固表示モード⑽DTH 

命令による表示モ_ド 

を決定する) 

XY 現在の力ーソルの位置 

(X;横、Y =粮） 

お知らせ 
このコーナーのアイデア募集に 

たくさんの.応募、ありがとう！ 

最近送られてくるアイデアのなか 

にも，いいのがあるので、これか 

らドンドンとキミからのアイデア 

をブaグラムにしていきますよ 

期待していてくださいね.これか 

ら送つT くれるアイデアのうち' 

文章でわかりづらいものは、イラ 

ストを同全寸してください。 

採用者には、MSXマガジン特製 

オリジナルグッズをブレゼントし 

ますこれからも' すごいアイデ 

アを募集していますので、じゃん 

じゃんIt暴してくださいね。 

知^?以衫¢4ガ£4 31?以衫货お 

あて先はこちら 
〒]07~?4 
東京都港医南焉山5-1H1 
スソ_エフ南馬山ビル 

(株）アスキーMSXマガシン 
ウーぐんのソフト屋さん係 

飾-_J XきたウーくんのV 7 t屋さん163 



田中パンチ先生による一—内--—""なんでもかんでち/ 

MUSIC的的！ 
TMPACTが、ソフト売り上げランキングの 
上位に、ずっと顔を出していますね。これは、 
ひとえに、いい音でゲームを楽しみたいといラ、 
みんなの願し\の現われと解釈いたしております。 
いい音に、慣れてきてるからね、最近では。 

第8回 
や§35^だね 
どうしいよいよ年が明けまし 

たねこのコーナーも8回畐を迎 

えましたか、ついにいやあ、め 

でたいことです田中パンチです 

え一、どうも私、放っておくと、 

すぐasu某してくだらんことを窨 

きはじめてしまうので、今回はさ 

っそく用件……といいますか、内 

容に入っていきたいと思います。 

その底抜け脱線が、おもしろいん 

ではないか、という噂あるんで 

すけどね. 

今回は、FMPAaこついて、ちよ 

っと再考察してみようかとt思い 

ますなぜかって、あ一た、売れ 

てますでしよ？ FMPAaそれ車 

体ではゲ_ムとして活躍するわけ 

ではないのに、音楽ツールがまだ 

まだ充実しているわけではないの 

に(のちほど、最近発売されたされ 

た音楽ツールをこ•紹介いたします 

けどね、MSX-IVIUSIC闲の）、ベス 

卜5に君臨するそめ実力は、なに 

に起因するものなのか？ 

CDブレイヤー持ってる人？ は 

一い結惟いらっしやいそうです 

ねr.ラジカセにいたっては、もう 

ほとんごの人が持っていらっしや 

るのではないかと思います 

ゲームセンターにちよくちよく 

出入りしている人？ は一い小 

諸のようなゲーム情報も救ってい 

る雑誌の読者のみなさんなら、や 

はりたまにはゲ_ムセンタ—をひ 

やかしていらっしゃることでしよ 

うん？お金がないから50円の 

台しか遊ばないって？そんな二 

とを閉いているのではありませぬ 

よ、私は。私し5D円のゲームを 

二よなく愛しておりますから。 

さて、なにがいいたいか、とい 

うと、もうみんな、いい音に镇れ 

きっちゃっているということス 

ピーカーやへットフオンからは、 

CMクリT—な音が奏でられる 

ゲームセンターでは、ズヒョーン 

バビューンと、臨場感あふれる効 

果音、そしてサンプリングをI区使 

した迫力あるBGM: 

そういうのが，もう、当たり前 

にな'っちゃっているんてすよね 

锻近発売されているご家庭用ゲ_ 

ム専用機も、なかなかの音をだし 

てくれるし,1そんなさなか、自分 

のマノンがPSGだけじゃ、あまり 

にもへボい！そう思うのは当た 

り前すぎるほど、1正当な考え方と 

いえましょうた•，づて、私自身t> 

そうだもん6 

そ二で.FMPAC匕いうことに、 

なるわけですねあるいは、もう 

すでに十をお買いになったあ 

なたなら、内蔵のMSX-MUSlCt 

とにかしいい音に対する追求心 

というか、その欲望というか、な 

にかくすぐられるようなものが、 

あるんですよねいや，すでに、 

そういう二とを超えてしまってい 

て、MSXにとって、すで 

に当然の要素となっているのかも 

しれません。 

7フトハウスのほうとしても、 

このせちがらいサバイパル敕線に 

勝ち残るには、FMといういい音は 

必浪アイテム、という感じでしょ 

う.:，しかしこの風潮は'"イツキ作で 

したねものの3力月ぐらいでこ 

うなってしまいましたnもちろん、 

今こうなるには、それそうとうの、 

下準備、メー カー間の根回し（って 

いったら、ちと言葉がきたないか 

もしませんが）があった上でのこ 

とですが^J f 

ここまて％こうなったのです 

それでは、さらに追求してみよう 

じゃ、ありませんか!もっど、 

すごい迫力で、ゲームなり、作曲 

を楽しむ-.ステレオにつなぐ？ 

甘い甘い、それなら誰でもやって 

いますぜ。これからは、エフェク 

ターの時代ですよ、エフェクター 

の：ギターやってる人や、キ—ボ 

ード弾いてる入が当然持っている 

ように、ゲーマーもエフIクター 
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|楝作はマウスて笮ホィのホr ,f:よ 

I音 知 
舎知くんは,苦南くんに、あらず音- 

痴がこの ソフト で直るかどうかわからな 
いが，とりあえず荇枭するには、滴えそ 
うなアイテムた 

この裔知< ん苦通にお店'にいって、 
「有-知くん，くたさいjといっても，あま 
リくれなぃ（？ }r M 7ガぉなじみの，フ 
ラサーエ樂さん躯-FTAK ERI/てしか 
発壳されTないのたわ-僅段はというと， 
4,即0円ティスク畈のソフトだよ 
このソフトは、音符を5線符に書き込 

んて，それを馮奏するという寒本槐^に 
徹したものた—.入カモード4 3神？九PBQ. 

のみによる：:モートそして、PM^S-^ 

を;舌用してのモートた 
ん？それならHI類た■つて？その 

FMig源のモードに以較&あるんてすて 
は—尸暗扁の辟幸た'けのものと，リズム 
セクシ3ンを含めたハート杂[こなってい 

一\ ん 
るものv以上のふたつMSX^MUSIC!- 

fhSlの$い人ならhああなるほどtx基 
本的な構成ですわねとわかっていただけ 
るはすMSX-MUSICOTFM音源構成そめ 
ままを，染IH入力てさるようにしてある 
わけなのだ 
グラフ.1フクは，マッキントッシュの 

イメーシを出すt:めか、モノト=ンて| 

とめられている白里ての、画面!萬成な 
わけだな. 

と、思いきや.とんでもない译:面も嵌 
び出したりして！自劾作曲满赛モート 
のようなものがt存在するのた- 

いきな リ 圈面に籼物たちが出現その 
_たちには特有のメ□ディーとリズム 
かあ-:.Th 5 •裸符上【-处物の剖を並べる 
と，アトランダムともうしましょうかs 

なんとtうしましし,tうかh自紙亩要し 
て < れるのた画簡的といえU1画期的な 
ァィデアWものであるそのモードには、 
4ビートh 8匕■ートv16t—卜め3mi 

がありh勧物の勘の並べ方を上手に工夫 
すれば、ラテン系の旋揀とか> ロックン 
ロールとか、いろぃろな音楽が再現でき 
蚤ちと，ネ由象的すきるしないでも 
ないが….■., 

画面上の音符の入力hモード_り哲. 

文などは-ほとんごすべてマウスによつ 
T_でさるいや、マウスしゃないと， 

iシンセサウルス 
二れまたうってかわってというか、商 

知くんを見たあとたけに，ち1つとバタ 
く/?い铯も否めないグラフイフクめ音楽 
ソフトは’シンセサウル；^ 

鳋近とてら元ftなビツツーが発売して 
いる、カートリツジのソフト.お値 
5J00円なリ 
大きく分けて¥ 4つのモートがある 

5練符上(：音符をのっけていき.，楽请を 

完成さてしiおうという，粢讲作成モー 
Kその、楽譜作成モーKで作った楽譜 
を;寅赛するためめ、スコアブレイモート 
MSX-MUSIC^FIV^源を自由に音作りし 
てみよう！てなわけの、FMオリジナル 
音メイキングモ"■卜そして、フリ亡ツ 
卜されたリズムを逆んで、オートリズム‘ 
才—トハツキンクオートスケ—ルなど 

多移な機排:を引J連れながら自妙滿赘が 
栗しめる，オートフレイモード以上の 

1 ~--- ■- 1.I 1 
V-).：.： 

KJimnninni^ 
!■■■■ ■ 
*s切午[:niてい..？ jす 

aつなんだな、これが 
このvフトでちょっと注巨したいのがh 

FM0源の才1 Jジナル诗を作るっていうモ 
ート'なのたBASJC上では全部釣値て■設 
定してやらなさゃいけないパラメ—■夕入 
力を，ヒシュアル上て"1#^しながら音作 
リてきるミキザーの7エーターみたい 
なツマミの上け下げと，スイッチの切り 
Mえのみて-、吕分の普色が刺t可能なの 
た，もちろん，そのオリジナル音色を4 
ほかの满要モートなとrに反映させて、才 

■Jジナル音色で^奏することもでさる 
入力したデータを〉薄#するモードではt 

その画面表不が，MTRのようになリ，搰 
イ乍感党もまたt MT FKOィメ_ジである 
MTR--Jて、ご存じあり|せぬかアマル 

チ-トラック■レコーダーの略なんたよ 
4っとかflつとかhそれHとかの録卷 
トラvクを持つレコーダーのことた 

儀坷か.このノフト#一め色戍てrね 

でざないといってfcいいかもキーホー 
ドでm乍しまrか？マウス_乍しま 
すか？と初期!技て聞いてくるんだけ 
としキーホードでは％あまり[::力_V 
ルの動き力顿すざて、使いものにならな 
いかならず，マウスを用寒したほうか 
いいと思う 
シンフ•ルた■し，グラフィソクt大き巨 

だし、まだまだこれからいっぱい勉強し 
なくてはなりませんという入にavヒッ 
タリフイ/卜4というソフトだろう 

*打物たらャ裔龙で象:しみiしjう! 

) m 11 I, u ji 

會啬色を工‘マ,/卜いたしもし_tう 

このソフトも最大9トラックまて、音 
符を入力して、满奏することケそ 
めときの各トラックのバランス设整も、 
才7シナルの商色を作るってと二でこ.招 
介したような4フエーダ-^射乍梅覚で音 
嘢をかえることがでさるのだマウスて- 

平の形をしたアイコンを探作して、li® 

上のフ：L —ダーをつまんて，ヒ3イど動 
かしてやれは、ホリュウムを上げたり下 
けたりで3るっていう，寸法よ1ははは 

う一んどちらも、音符を入力する、 
とい1ことにKE定していえは、同じよう 
な續かな-龄[Kんてt炎典というも 
のに漘れてv E'作りにまでi分の帥5李を 
広げTみようということになれは•、その 
のちはシンセサウルスとT二ういうこと 
に.なりましょうか:U 
ディ.スクに力ートリフジ.お谪段もち 

がうしとりあ;IずhどちらをiMぶかは、 
キミの実力と.考え方次第、という二と 
てしようか？ 

0 NUSIC旳邙 

内蔵ェフエクター!? 
私は予言いたします遅かれ早 

かれ、バソコンのBGMの世界にも 
エフjiクターの時代が訪れますよ 

っぃ触発表されたスー/ \—フ 

アミコンのスヘック、ご存じです 

か？発色数とか、画像処理的な 

ものにももちろん目をみはるもの 

がありますが、私なんそがやっは 
り気になったのは、やはり彳その 

音朋係サンフリングの機能があ 

り、PCM音源も使えるらしい，さ 

らに加えるに、リパーブなどのエ 

フエクターが最初っから内蔵され 

ているらしいのです！ うすっべ 

らな音ても、コーラス、ディレイ、 

リバーブなどを通すせばびっ< 

り驚愕するような音になります 

もし、MSX-MUSICレベルの音に、 

各Mエフヱクターをつなけば、か 

なりの音になリまっせ 

ス--/ \_フアミコンの跳その 

ひとつなんですが、今のシンセサ 
イザ—の世界が、そうなってきて 

いるのですシンセにエフ:!:クタ 

—か内蒇されてk、るのが当然の時 

代なんですねI今や（M】とかI 口一 

ランドのDシリーズとかねえ）， 

あ一札スへースがなくなって 

きました■第？の話題(二早く移ら 

ねばやっと，といいますか、最 

近になって、MSX-MUSIC用の音楽 

ツールかいくつか登場してまいり 

ましたねその、睹車なご紹介で 

T,自分で曲を入力して、MSXに 

演奏させてやりやれ一，， 
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タイトルにへんな意味はないんですけれども、よぐ夜中、ちよつと000 漏 ^ ^ T5T タイトルにへんな意味はないA/C9 DTUZtKル、、仪肀、つ 
つ大5^1下棚なテレビ局を見ていると、よくそういう麵やつてるでしよ？ 
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どうも、POP0さんですけどね、 

パンチさAa先月号てまちがえて 
るんですよねノ後半部分32分答符 
が.■■…jとあリますけど,どこに32 

分音符があるのでしようか？16 

分音符でしよ？いつむボケ_ 

ッとしてるから、そんなこと宵い 
てしまうんですよ！ 
それからU〖どこをほっつき步い 

ているんでしようか？Jとかも書 

いてあつたけどv別にそんなほ 
つつき歩いてはお1 Jませんたま 
たまいなかっただけでtそんなこ 
と塞くなんて，おとなしいわたし 

でもK怒るわよ，プンプン。 
さ一c-,今月の課題曲ですけ 

ど、今月ははつきりいつて、演歌 
です..ど演歌..前から、こういラ 
©作ろラと思フTいたんですがt 

まあ、この嫌会にと思いまして 

はい1ん、ちやちや.ん、ちやち 
やとい7リズムがすべてですね、 
こラいう曲風■は..もし.あ'暇ならI 

この曲Iこ歌詞でも付■けて、送つて 
きて < ださいな.> か?こ(MA泣 
かせる歌詞を付けてく nた人Iこは、 
P0P0さんから，なにか#めメツ 
セージをさしあげましよう 

もぅ|坊ぼち 
もう(吏ち(rち、譖面にも、憤れ 

てきたんでは、なかろうかと思う 

んですけどね■,このコーナーがS 

なぜめんどう < さい（ことはない 

か,別に）のに、楽Mに固執してい 

るかというと、，それはね^私の親 

心.いえ、そんなおおげさなもの 

ではありませんけど,とにかぐ、 

_面にmれ親しんでおぐと、あと 

でいいことあると思うんてすよ。 
私が今痛感していることは、ああ、 

小さいときもうちょっと音楽のお 

勉強をしておけばよかったなとa 

初見で見て、すべてがわかると 

までは、いわずとも、だいたい讀 

面を見ればわかっちゃうそれく 

らいに、もっと若いう％になって 

おけば、こんなに今、苦労しなく 

てもよかったのになあ.と、そ 

んな感匕ですからv右べージの 

リストを打ち込んでの^奏を聞き 

ながら、この■面を見て、おお、 

ここは:：うなっているのか、とい 

う理解を深めていただければ1二 

れ幸い、なのでございます,， 

ま、なにかのきっかけになって 

くれれば1いいと思うんですが,. 

わりと将来的に、楽器を買い集め 

てなんかやりたいtいう人は、ど 

うかお勉強<ださいませ 
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if 

献山嫩じ走田中，ぐ:4机rtf-如 

どう料理しませう 
なんか、先月ぐらいから，エフ 

ェクター！；ゃエフェクターじゃ 

とわめいTおりますが、それには 

いくつた4里由がありまして，最近 

また、金もないのに、いろいろ買 

つてしまいましてね、エフェクタ 

一b言めて次号で出しちゃおう 

かな？ 

しかし、このコーナーをどのレ 

ベル、というか，どこいらあたり 

のターゲットを相えばいいかとい 

うのがむずかしいところなんです 

よ MSX-MLIS]Cのことばかリで 

も、つまんないしねDかといって、 

専門的なことばかり偉きすぎても、 

よくないと思いますし現在MSX 

をシ_ケンサーとして使っていら 

っしやる方々を中心にといっても, 

今は.はっきりいうようですが， 

かなり安価て「いいものが出回って 

きていますからtそう過去に振り 
回されるのも、ねえ 

まってもいい,:，純粋に、楽器に対 

する興味のオアシス（？）というこ 

とにしてしまってもいいと思うん 

ですかいかがなもんてしょうか？ 

この際ですから、またまたご意 

見をいただきまして、いろいろ考 

えていってみようかとええ、ま 

あ,.，主体性がないって？ そうで 

もないと思うよ、逆に。 

ちと' お話はかわりますが、来 

たる名8竿12月1旧の日曜日、二の 

号の発売日から3日後てすから、 

たいへんせわしないことでありま 

すが、東京.新宿の尸ルタで"THE 

NEW MSX FAIFTなるイベントが 

催されますそこで、田中パンチ 

は、ゴテゴテゴテと自前の楽器を 

フイーチャーしまして、客よせパ 

ンダ的なアトラクションをやって 

しまう予定でありますもう半分 

ヤケで(あ、うそです）ちょっと派 

手なことやったろかいと、企画し 

ておりますので、興味のある方は、 

当日、時間は未定ですが、アルタ 

新製品紹介のコーナーにしてし までお越しくださいて-は 

fどんどん、おたより!舅 
い〇ネ采用分の曲には規定の原核 デモテープ、プレゼント、そ 

のほかなんでもお待ちしており 
ます,二んな曲を作ってみました 

という、_曲に挑被してみる 
ような人も出て#Tほしいもん 
てすょ.，foし、FM音测の曲が 

できちゃったという方は、その 
プ□グラムをディスクにセーブ 

して' 編篥部までお送リ（ださ 

料を大お支払い、だぜ 
作:^やれ送れ.a 

〒10744 

東京都港区南舞山6U 

スリーエフ南青山ビル 
(株）アスキー 
MSXマガジン■集部 
むじ<びよびよ係 

!すぐ 

¢0 MUSIC 四ビ3 

まちガ泛ないで;リストだよ 
SCREEN^:KEYOFF 

2必 CALL MUSJCC^,eif I ,1 T1 fl 
30 CALL VOICE<U4 t@249,¢49,^49) 
仰 PLAY #2f HTieOLBVt3" /'TlSeiLSVl1 

/^TlSOL^Ve" , "Tl8eiL4Vl 103" 

5¢ * 
Jfi0 Af (Cl) 

110 At(I)="B4^4FAFDM 

120 A；t (2レ"Er， 
13¢ Af <3J=,,R4eEE4C4" 

140 A#f4i=11E4C4<B>C<BA(, 
150 ftt (5) =，rR4BA&AFD<p 

160 A* (6》= "f?4F£FAB>Dw 
17¢ At<7)-^R4FA5>DEDM 

ISC A拿 <8>=_*R405DDR4EEu 

190 A*(*?>ED<B>DE4R4fl, 
2龍 Aif ( ^>=,,<R4B&R4PlA" 

21« A1京（0 > = 11R4BBR4 >DIT 
220 Alf n J = MR4EDED<B ^D" 

230 Al* (2J^1K<&ABABAFA'1 

2^0 Al本 =r_EDEDE[i<B>l：け， 

'Tl0^L4V@' 

(Ci) = ' 
Br (n =1 
BS<2>=' 
B^(3J= 
Bfi^>=' 

□^R4EEE4E4' 

E4E4D2- 

R1 kh 
R404AAA4A41 
A4A叩2“ 

<^)=^R4F4F4R4,l 
kl 

P* (?) =i'R404AAR4B&, 

0¢ f@)="R4FFR4FFM 

PJ<9)= ■R4fFR4AA" 
"EDEDEIr<A>D' 

^ BpBnBAFD11 

C* f^} = »R4EBE0EE 11:(¢1) 

C-f < 1)=-l£EER4，k iD*(1)=ki&AER4L| 
( 2) = ,lR4D4ABASAA,i :Di： = aiy 1lO3y0A>E8ESEE 

42l& 
1AH 
43¢ 
440 
450 
461? 

47¢ 
咖 
490 
□3B0E8 
5®¢ * 

1¢!¢ 
1020 
1030 
3040 
1050 
1060 
1®70 
108^ 
109^ 
nm 
1110 
112¢ 

I 14® 
1150 
1 i 
1170 

1100 
119® 
1200 
121® 

1220 
1230 
1240 

D* (3) ^^Ff4A@A8AR4 M :DW3)=..VU ,VSPi EBEBE ：：^J 

C$ ⑷ *•* ^ADSDBDD1' 5 0¢ < 4い W3祕ABAA1 
Dt(5)= -VI1EV8B86BBB11 
Cf(5)-MD1M :D^(6J=f,Ai 11 
Df (7>-,rR4BBBBBBM 
Cl (63 =<,DRi)DR4，K i?G>-" AR4PiR4" 
Cf < 7) = •■ V L 0O5ESO4B8ASFSE2VB " 

C* (SJ=k,E2R2,( :lr$ C9J ="B2R2" 'E2R804ES 

fQfi 
PLM 
PL Pit 
PLAY 
PLAY 

MEXT 

PLA1C 
PLAY 
PLAY 
PLAY 
PLAY 
PLAY 
PLAIT 
PLAY 
PLM 
FLAY 
PLAIT 
PLAY 
PLAY 
PLAY 
PLAY 
PLAY 
PtfiY 
PLAV 

NEXT 

1-0 TO1 

n2,m w 4¢ 
U > ,(1) 

#2fA#<2) 
1 iFOR J=ei TO 

，Cf⑽，[は⑻ 
,C*iU，D本⑴ 

4*2,AS (3) fC* (2^ ,D# (2) 
#2 Tfi^ ，&京⑷ fCSO) fDf ¢3) 

,0*<4) 
,£[-¢(2)，。笨⑻ 

(2) ,D$i6) ,C$ 
#2,(2) rC* W tDS (7> 
»2,Ait<7) tfiit(7} TC#<SJ ,D 業TC* (5) 
囀2,⑽（2> 123 /家⑻，DW7J 
#2,A$(B>,&*(?)tD幻8><6) 
#2tAi； <8J，料m ,Cf ¢6) 
#2,^(7) ,C$<S) ，[本O 
#2TA*f?> tAI【9> tC*<S) (9J tC*(9) 
囀：2,㈣"£«) TB* ⑻ ,D$rB) ,Q*<6) 
• (0) ,0*(9) (6) ,0^(0) ,0*(6) 

索<1)tA* 12> ,A*(2J 
⑵ rBt t le) 

锌2,Ali ⑶ 

J 
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先月号でもチラッと報告したけど、ザ■リンクスとニッポン^が手， 
組んでアイドルを育てちゃおうという番組がスタートした。ラジオやテ 
レビ、gなどのメディアとパソコン通信がドッキングして' モユ—メ 
ディア時代CDアイドルが誕^する。考えただけでもおもしろそうだね。 

THE LINKS ニッポン放送 
(毎週金曜日20：Q0-22： 00) 

ときめきBANANAアイ. 
ザ•リンクスと 

ニッボン放送が夕 

イアップしている 

番組は4ときめき 

BANANAアイドルオーディシヨ 

ゾいまのところ開東エリアに限 

定されるが、毎週金曜日の夜、8 

時から1a時まで放送しているハ 

一7ナリティーは、あの和田アキ 

子<7)マネをしたら、天下一品、右 

に並ぶ者がいないという吉村明宏 

その吉村明宏とかわいいアイド 

ルたちに会えるということで、軎 

び勇んで、ときめいて、生放送中 

のニッホン放送へ！ 

もう、 '"ときめきBANANAアゴ 

ドルオーディション*を間いたこ 

とのある人なら、知っていると思 

うけど、この番組では*アイドルバ 

ナナペスト1CTや、街で見かけたア 

イドルたちの生m報を紹介する"パ 

ナナフライデー"なごのコーナーか 

あるのた％さらに、タイトルにt 

あるように，この番組では、，たん 

にアイトル情報を伝えるだけでな 

ぐ番組イベントとしてアイドル 

オーディションを行なって、アイ 

ドルを募集し、番組推來候浦とし 

てリスナーととt*に全面的に应援 

しちやうのだ。 

応势の方法はmとキミの全 
身写yベ顔写真を番組宛てに送る 

ほかに，原宿竹下通り沿いにある 

原宿人気節に直接行く方法もある 

原宿人胃では' 毎日オーディシ 

ョンの受け付けをしているぞ 

薄.類審査通過者は、「都rときめ 

きBANANAアイドルオーデイシ3 

ン〃の番組に登場してもらい、同時 

A ± 4-1明Eと，出浓中のと，4U BANAMAアイ\ル候補生めかわ..い子，ぐ■んた11-:■なの7 
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★LINKSモテム 
-50名様 

アイドルテータ^ンク② 

の中から未Iのアイトルか泼生するかむわキiなり，との子を£悻するかな 

H.J- 

Iで 
in it 

yiマカから 
イドルを育てよう!! 

M通でも，ミスMSXクイー 

ンを募集してたけと；今回は、 

マジにMSXマガジンからアイド 

ルを誕生させようというのだr, 

自1他薦を問わず，全身写真 

と顔写氩それにかんたんな履 

歴窨をMSXマガジン.編集部に送 

つてほしい。待ってるよ。 

目分がアイドルになるのは，t 

よっとムリかな、という人はMS; 

マガジンめ特派員になってリンク 

スモデムをもらい、ミスMSXクづ 

—ンを応援してほしいPなおIリ 

ンクスのネットワーク会員になる 

には、:3,000円(月額基本料金50[ 

円x 6力月分)が必要た:からね, 

♦しめきり命 
_BB年 

12月31日 
(当B消印有効） 

※部其者発逢貨品のfcsを 
もつて代犬させてl、たたさます 

き込まれたメッセージを放送中て 

も紹介している，なんてったって 

バソコン通信■の利点はリアルタイ 

ムつて二とはがきは屈くまでに 

2v 3日かかるけどsバソコン通 

信なら、書いた_に、もう届い 

ちゃうんだもんね. 

これまでにも何度か言ってさた 

ことだけと\バソコン通信の魅力 

は4情報をリアルタイムて人手で 

きることに加えて、逆にこらら側 

からもリアルタイムTimを提供 

できることなのだ.』つまり、双方 

向のメディアだということラジ 

才、テレビ、あるいは維誌などの 

メディアでは成し得ないそしてk 

各メデイアがパソコン通信に今、 

注目しているのも、しつはそこだ 

今後、バソコンの低価格化と相 

まつてパソコンネットワークはど 

んどん広がっていくことは，まち 

がいない。そして、さまざまなメ 

ディアと結びつき、パソコン通信 

がラジオやテレビと同じように、 

ひとつの7スメデYアとして認め 

られる日も近いと思う。 

亍107-24東京都港区南青山か 
1 スリーエフ南靑山ビル 

㈱アスキー 
MSXマガジン編集部 
UMKSモデム係 

にアイドルデータパンクに登録さ 

れるしくみになっているn 

货3年2 3に行なわれる決戦大会 

てみごとグランフリに選ばれると、 

貧金30万円のほかに、ラジオのレ 

キラー出演が約束されるそ_■ 

ザ-リンクスの中には，ときめ 

^ BANANAC03—r—^3^才 

—ディション情報や，麵報が满 

載アイドルデータベースて•一次 

審を通過のときめさSAN關Aキヤ 

ルたちのプロフイールも見る二と 

ができる,」また、ザ*リンクスか 

ら直接、アイドルオーディション 

に応募することも可能だ.， 

リンクスの会員になっていない 

人は、関東周辺め文教堂チェーン、 

またはパナソニックショールーム 

に行けば、ザ*リンクスの端末が 

證菌されていて、誰でも自由(ニア 

イドルデ_夕を見たり、応募した 

りすることがTきる3 

—岐のリスナーからのはがきに 

まじって、リンクスのボードに薄 

會リンクスの7ナイトル;r —夕へ一;tをy 
て「私かtfcITる』と、おおさわ5てした 

今.》■ a > ■ r t h - r 
；NO ^l>：V . 

V^zl ^ c ^ 3； I T ! * 

1:| 
帶》1H, V I "J4 4■九ず•二： 

iTT 2 ■二 fi,1• - ri, 
':1 -• UC i 

- ■ ' “ -魯二をivq ' 
" №1 - -M -1-■ * \ 

へ I -C.あ-f , ■ 

"T» 

2EX 
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rねえ、颺いた？ニフテイ*サーブにロックのフォ—5ムが 
で®たんですって[/あ，維かから、閎いた。コンビユサー 
ブのロックネットを_して:ネットにのせてるらしいよ」そ 
れっ、とばかりに、おしかけました。TOGK NET JAPAN"! 

のは、ニフテイ* 

サーブのフォー 

ラムで ャソク 

ネット"のシス 

オペをやってい 

る、安西史孝さ 

んの仕事場a世田谷区は国道246 

沿いにある7ンシヨン， 

「さんまと大竹しのぶが、引っ越 

してきたのが、二のスク裏なんで 

すすごい豪華な建物しと、安西 

さんはおっしゃられてましたが、 

この部屋だってすごい！ 

，フェアライKっていう、日本に 

も数台しかないっていうシンセサ 
イザーが中央にドカン、24チャン 

ネルのレコーディング用の機械か 

壁ぎわにズッシリ音楽好きな人 

だったら卒倒してるかも。スタッ 

フの米持孝秋さん（バンドをやっ 

ているほかIディスクジョッキー 

や音楽ライタ_もやっている）と 

渡紀子さん（女優さんのタマゴだ 

そうで）も集まってくれました。 

コンビユサーブを見つけたのは 

3、4年前□当時日本人でアクセ 

スする人は極めて少なかったそう 

です，rなんだよ，これ^すげ一じ 

やん！ 今Sやったコンサートの 

情報も入ってるぜ」と安西，米持 

両齊年は一気に盛り上がってしま 

ったわけ。 

fでも、あのころはおっかなひっ 

くりで、これ的士事になるとは思 

ってもいなかったjとは、米持さん。 

ニフテイ‘サーブに入ったのは 

87年の基れ.で、今回ニフティを通 

して、コンビュサーブの$ロックネ 

ット#の権利を取り、運営をまかさ 
れた、というのが* 〇ックネットジ 

ヤパゾの起こりです.， 

「□フクネットのいいところは、 

一虫自のチャートを持っていると二 

ろなんです.，ビルポードのような 

ヒットチャ_卜っT実はお金で如 

く部分が多いんですよ。でもV Q 

ックネットには、各レコード販売 

倍の端末のパーコードから' 茴接 

に売上枚数が集計されるんですJ 

WMtT ㈣抑知咏1^4 » Wn^97 tim 
り.r:w e^mm 叙 myiW'll Wp™? 
W\m\ WoeMW u-t 

i —•，1 __噶_ 
:bKkfw Uu t 
i it-flA i r? ■•分F•ル-^*, 
« 1げ罈训w •** 駟to*，/ ^ , > 1^ ^ 
m kw.ur，|i|^ i > * U - J . ¥ ^ 
\ 'J r, i hi rnmi »• / r - «Pt -1 * ^ ■*，' 

.»*.■ a j* _4J» virt#i i -r •脅"-1 
w u iiinMini / _羈，_ 

ぢ，ザ•一- S M•，虹■， ，ハ，t ■呼-’14/てド.， 
i mt ，V|— ■，- fflr i 

• 神■■め晷皆，!今 

(! Z!d ゆ-㈣娜 
M iVW^ 

]；：^Ss -㈣？逆 II Hi* |㈣ I ^ fl - * T W»__TlVJ<t 
上 ( 卞、 

t FP.M t IH« 通！,:K i twt«* > 

• - *" ■ ^^ ^r ■ ™ ".-., 
匪顆p^_ 

« ，」i 姆_ mu 

乃”- 
レ,辦«■_ 

ノ “ *てIV^, ^ -it®’ “ 一.., 

こ,-T, ■ 都：1H 3 gPF?.W»J*.WL署ff .. 

::ぽ^ふ‘r?品:;レ，… 
issar - w 

t tViVt： i!卿!SSW 
1 ce®v-- t 14«ir I-!*#) 

.,¢6 Sプ；—|1 JlP»> 

，マ;一一—』a 
|_唞41 AU 

Hi 
i 

#なんと70:クレファ >が嫌^-r人入れ 
られてし—つています 

n 

r 
3 

n 
参レnt卜金iiの人たち6-不ット[:は 

好3S 1.P'かさこんでくれてil- 

XI 

C 〇 
R 

ーコシ-> フ記墦LネットT也をわ/:て 

くる時代Tすと#1を151ふフ■ 

.二れが' オリシナルチヤートてすヒ 
テオチヤート^5おさえてるスnミ 
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tう，て、すiを合わせてネ..卜を]!■ 
営しT|す圮子ちゃんもよろし < ネき 

てませんでもvここから生まれ 

る情報は、様々な媒体に売ってい 

けるんしやないかなって考えて事 

牙5所も作ったんですよまあ、5 

年先にうまくいけばいいかなって 

感じです」とのことでしたとにか 

<この勢いてがんはって下さい！ 

1とにかく、自分たちの持ってい 

る仕灌のコネは、全部このネット 

につぎ込もうと思っているんです. 

バソコン廳が■舌ゃファックス 

と同しくらい、身近になる時代が 

<るのは確かなんだから、そうな 

ったときには中身の睹負でしょ？j 

昼問は、レコード会社をひとつ、 

ひとつまわって，ネットへの情報 

提供をかけあっているという，ネ 

ットワークだけでなぐ、フットワ 

_クの軽さ！これは、実に大奉 

なことだと思いますa 

「ネットを動かす人間と、入って 

<る情報がそのネットの価値を決 

めると思うんです。僕たちもネッ 

卜の運営で、もうけようとは思っ 

お問い合わせはこちら 
ロックネットジャハン 

株式会社フロント 
〒150渋谷区神宮前卜33-S 

バークノバ702号 
^03-m-32G0 

ニフティ-サ_ブ 
エヌ.アイ-エフ株式会社 

TW2十代田区！?町1-10 

麟広洋ビル 
S03-221-0219 

アメリカのシスオへさんは？ 

rやっはリ、馊らのようにFIV1局 

のディスクショッキーとか、音楽 

のコンサルタントですねあと、 

各地に特派員がいて、コンサート 

のときなどは、バックステージに 

ラッフトッフを持ち込んて実況中 

継してくれたりするんですよj 

^~らへんの臨場感はモーター 

レースのネットと似ていますね 

て、実際に運営が始まってみて、 

どうですか？ 

「むずかしいのは、いL爛訳者さ 

がしTすね音楽に対する予備知 

識がないと、なかなか訳せない」 

今は、ふたりが寢ないでがんば 

っているが、いすれは彼らの持っ 

ているものを觉え、受け裢いてい 

ってくれる若い人を育成していか 

なければならないということ 

「せっかく、ックネットジャパ- 

ン"って作ったわけだから、 日本の 

オリジナル情報も載せていくつも 

りですよ僕ら、音楽業界長いか 

ら、来日ミュージシャンのインタ 

ビューもとったリするんですよ 

それは随時、入れていきます」 

アメリカに逆輸出もできますね 

「そうなんですよ，アメ 

リカではすでにビッグス 

ターになってしまって、 

とてもスケジュールはお 

さえられないようなミュ 

ージシャンでし、日本て 

はまた;買い手市塌て、鮭 

<インタヒューできるこ 

ともあるから_fあのボン- 

ジヨ匕-を取ネ；Jできるの 

日本人だからこそ？ 
» &B年は,アニメのイ〆ーンアルハムをてかけましf 

'的年U、&分のオリ：> ナルFルハムを仃るf，本てT 

ぁ贴 NETWORK 

私たちは交通整理です 

NIFTY-Serve 
”ロックネット"は、ニフテイ•サーブに属してるフォーラムのひとつf 

ならば、親分さんにも、お見知りおきを——ということで、イザ，千代 

田区へ！おうわさは聞いてました。これがうわさのニフティ_サープI 楽しく メリy卜旮想してもらえたら，と蚝る小川さんてした 

営業企画部の小川さんにお 

話をうか•いました..s 

「うち!ムもともとコンビユサ 

—ブの代11^をやっていたん 

會ニフテイ■サ_フの生みのチチ、 

山艮Xす.茁士通のマシンT 

ですよニフティ.サ_ブを始め 

たのは87年の4月なんて_すが、そ 

の時の会聂数は4000人ほとんど 

がコンビユサーブの会員でした」 

まだ、できてから1年半しかた 

っていないんですねそれがノ88 

年の9月までに3万人になり、現 

在も毎月匕3000人ずつ增えている 

という二とですfこの人気の秘密 

は何なのでしようか？ 

「うちでは、ひとつひとつのフォ 
—ラムごとにシスオペさんをお願 

いして、そのフォーラムの運営を 

おまかせしているんです， 

それぞれのシスオペさんが 

がんばってくれているから 

なのではないでしょうか，， 

小さ^:B8Sがたくさん集ま 

ってニフテイ‘サ_フを構 

成しているようなものです」 

今回の安西さんの4ロッ 

クネツトジャパン〃の企画 

のよぅに' 新しいフォ 

ムを作りたいという申し込みも連 ってしまうこともあるんですよ。 

日のように殺到しているそうです ぼくたちは.ネットの中の交通整 

「フオーラム同志で、ケンカが始ま 理係ですjと笑ってられました 

r新しいフォーラムを作リたい丨 という申し 
フ出は、梅Siii日のよiにあるそうて■す 
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男女混浴！露天風呂ちある1 

MSXマガジン 
- ' ' …マ'4.へ、,..’ 

お湯ネット 
網元さんを使い、MSXマガジンの"お湯ネット1'がスタ-'卜 
したのが1D月8日。この号が書店に並ぶころは運営を始めて 
2力月とい5ことになる。会員も増え、ボードへの書き込み 
も日ごと增えているHお湯ネット〃の近況をレポートしよう。 

お湯ネツトへようこそ! 
熱湯沸く（ネ7トワーののグジ 

ャレから生まれたこのお湯ネット 

ホストマシンは東京、苦山にある 

MS)(マガジン編集部の一角にある,, 

仕事のことなんか忘れて、とこか、 

ひなびた温泉にでも行ってのんび 

りしたいなあ、というシスオペ 

の願望のあらわれか、メニュー 

のほうも温泉宿ふうにまとめて 

みたe 

男女’;髟谷の露天風呂があったり、 

遊技場、あやしげな濁の町エレジ 

_というパ■一もある，また、お湯 

ネットには談話室(CHAT)もある 

これはリアルタイムでシスオペと 

会員がネット上でおしゃべりがで 

きる機能ただし、チャットでき 

るのは，I®録をした会員だけだ 

よゲストユーザーの人はシスオ 

ベ宛てに1DほしいよんTという 

メールを寄いて送ってね 

二れから、網元ざんを使って自 

分■のネットを開局しようとしてい 

る人や、網元さんに興味がある人 

は、ぜひ、いちどお湯ネットに遊 

びに来てほしい.今後も網元さん 

に関してのフォローをしていくつ 

もりだそれと同時に、全国の辋 

元さんネットを広げていきたいと 

思うので、よろし< ! 

息墨息息MENU AA4息 
:B:露天風呂(BBS)-- 

:M:お手紙(MAIL) 

:H]ご案内(HELP) 

[LJ雇(UTILITY) 

[I Jいらつしやいませ(INFO.) 

[E]お会rKEXぼ） 

-[1男湯*女湯 
— 2:網元さんご想見箱 
— 3網元さん組合 
_：；4]遊技場 
一:5薄の®Jエレジー 

一 [6'■頭日誌 

II男湯•女湯 
メインメニ1-て部天風呂（BBS> 

を選ぶと、BBSのメニューが表示さ 
れるここは、男湯-女湯：つまり 
混浴というわけね男も女ものんび 
り温泉に浚かって*襍のコミニュケ 
ーシヨンとやらを楽しみましよう 

也*，•餐_1■钟if， 
mu u.'jpn u p 

ll/Ll^i ?l 竹 M l«r 
114114ldiiia け:H 幻14^-i 
BWf nmHユ1VH Sftl 
mu mfUM tt ia i* » iw 

(1414i> Mifiilf ItWM 
iiai^s I：I_W 呻 

mn ti/Liiii!iiil ㈣ 
mu h如w ii m i* w«n* 
HfSS 1111:51 NM 

Hiii n. ai^H ii:s« n Wi 
• ■■，«制3 

や，t T BXi 1AU iwllra 
p- い t B 1 
VI MflSU 
しir■し 
ヒこちで.… 

:伸いい， 
M：SX 

MSXS-a ■C本纗 KT1 办ん，11 

m^4 il/lLiil Mil 
wkt iMijti mm 
N»HI M U Dill饬 
niff UAlAi Jiil li nm* 

扫味 
ラーーれ^ M£X3：Q..- 

會脅^tレ 

i-f tain iicui»% mir 

網元さんでホストを開局するためには 

郵政省に届け出が必要なの？ 
電気通信事業法の中に、 

バソコン通信などのホスト 

を速営して琪業を営む場合 

は垂贼省に一殺第2種電気 

通信事業届け書を出さなく 

てはいけないとある。 

問題は、どこまでが車業 

として認められるかという 

点、-.結itから言えば.網元 

さんを使い、個人運営の営 

利を目的としないネットの 

場合は届け出の必要はない 

♦ ■ A 
• oaat aiMr 

■ i-nn 
■Vi BBtaB 

1 ni'ar rr ―*- 

s«n：r- 

一 

I 
卜 

r. i 

アクセス料■や会費を取ってネット 

を運営する場合は郵政省、または全 

国に10力所あるtl宽ii信管理^に問 

い合わせしてみよう。 

IHS UMM» U IS M Tvゴii-ド*iftii 

i j EWFT]*i!nidimii^h iOEt» 3 20^Wt 
4 t 
l ■■ AS4u [WlFTXi&ItTHi：痒レ a 

| :3k，イマー3を• somite 
4 :アダブ13 — 

0網元さん組合 
全国の網元さんを使ったネットを 

紹介しています。自分でネットを開 
局した人はぜひ.シスオペまでメー 
ルて^らせ てください網元さんの 
の輪を広げて、ゆ < ゆ < はネットど 
うしの交流もはかっていきたいね 

@網元さんご憲見箱 
網元さんに関する質問や想軋こ 

一したらもっと使いやすくなるんじ 
ゃないの,といった意見や改造法ま 
で、何でも*いてちJ：うだい。二れ 
から網元さんでネットを開局しよう 
って人には参考になると思うよ 
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豳遊技場 
温泉宿といったら1ほらゥ、卓球 

台とか，大昔のアーケードマシンが 
1いてあったりするでしよa二のゲ 
—ムは面白いとか，あれはクソゲー 
tこtか、ゲームの話題はここでね^ 

ラメン田川がシグオペを務めます 

み，K- l.lild ~ |ilii# ' -v.'ii-lll- 

H U■ね II 11 H iWr- »f 

_會レ!軟公ぺv r 今m な9 
p■■いよ，# 丨!《-上？續各ハ■i-PA■葦—ムEt，：0|#?*--^1 

i -i' 

相fi__膿,nmm^r £<c 
PiftiMiC^&HrTa^^ , f sf>j ¢4* 今 

，ぃ，…-*eんtfc《rムk作< tw.<t霉# 
い>llいHit- ^5# 匕なK#Slセ4-i.S. 
いv-*iW•ジ^. 為!^ r 沖时isn mt/n，* —: 
-フI； * ^^tifj i ■ + Th i o日 ccatt 

,.■ +* ■ ,,私-,., 

i^TCA. 

■hi--iJil#- ^Miw ali4*ira 

11番頭日誌 
シスオペk打スコン金矢の赤裸々 

な日常生^を綴る日記なのだ迷惑 
な話だが，これを読めばガスコン金 
矢のことは、いつ何をしたかまで， 
すべてわかる：そんなこと知りた< 

ないつて？ いいじやないの！ 

固!湯の町エレジー 
いつたい何のコーナーだか％わか 

らないと思うけど、ここは,会員制 
のあやしIずなバーなのた:あまリに 

アブナイ話題は•かりなので，雑誌に 
は紹介で舂ないくらい，」会員制なの 
でゲストは霪き込みできません， 

|_ wmAM n u i» __加 

-1-¢. ^V：.% TVt-jtWr T-r-t, 
-ft ： f 眢8今1 $ C. H ぃ _!■贵 

■ ' F 7-t \ . #.V?■■としTti, 
5AdiEW生でHレ奴し，"Lfrし，Itu虞う•事 
*ry 1/，瘳を《_ iK^ai^.Ni 

urt»w 事tiMK 
认负a, ★鱗^ii5r€it ：»v，■上:亡apjiつぐtr■各 

j 令电厚ゥ角取^- ^「は、ac^nrw4 
tf*^K-Ju し篡うが母い■ Qig'C^lf ft 
じフIK典^いcnも，&>#BTtHt!<a; 

Ht5p iirtiL-^W*# でfcv ^l^#<-T'i^T*B- 

rfikH 
Am^t^ n n, r^m. 

锊免，ぅん免^幃7J tfr.，ゲンー命■« も ^^«Wi«3^Ws t-ゆ 

ネット大好吉の老若男女に贈るプ 
レゼントコーナーなのだ*あのア 
スキーネットMSXを麵で3時間v 
体験できるリサーブ_キットと全国 
BBSガイド鹏度版をプレゼント。 

咖 NEPWORK 

国 網元さん組 口 
■EARTHIAN NET 
きがついてよMY BOY、みんな愛 

のせいね、下駄箱の怪事件など、 

ヘンなタイトルのボードが7つも 

ある。ちよつと風変りなネットs 

所在地._県田方郡 
シスオペ.  蘗脚和撕 
回i®番号 0559-78-9879 
.3W/12Q0bps 

翁崔诗 W.23:00^7:00 

■TOC-NET 
TOC-NETでは、新しいボードのシ 

グオベさんを募集中.，我こそはと 

思う人はどしどしシスオへさんに 

メールで申し込んじやおう！ 

所在地-.…亲良哦亲良市 
シスオペ…….徳田直規 
©埃番号 . 0742^33-9622 
通信速度._/画bps 

通货诗M.……22:00^7:00 

■TTT-NET 
MAE6ASKI CITYというボードがあ 

る。スバゲッティはボホットとい 

う店がうまいとか、超a—カルな 

話題で飛び交っていて面白い. 

所在地.群馬市 
シスオペ.■漘水健 
回箱番号..0272-23-8223 
ii信财... 300/1200 bps 
通^ 間 22:30〜6:30 

多. お湯ネット n^Ni||PN^^wpiV* lWWWW"WpN^ViWW'W%/X/!W 

■運営時間 

■回線番号 

19:00-21:00 

t±m,日曜、祝祭日はお体み) 

03_4BB_"I BS4 

アスキーネットを無料で3時間利用できる 

アスキーネット•リザ*-ブキット……1Q0名 
リザープキットというのはtア 

全国165局メニューマップ付き完全ガイド 

全国BBSカイド’的 10名 

応募のあて先 

スキーネットMSXを無料で3時 

間利用できる1Dカードとアスキ_ 

ネットガイド、入会申し込み害が 

セットになっているもの.., 3時間 

の無料アクセスの後、正式に入会 

申し込みをすれば、基本的にその 

IDを入会後も利用することができ 

る。10略様にプレゼント！ 

亍m7-24東京都港区南育山SH1-IスリーIフ南背山ビル 

株アスキーMSXマカジン編集部ネットワーク係 

北は北海道、南は沖練まで全国 

163局のネットワークを網羅した 

BBSガイrS8年Mだ.回線番号 

はもちろんのこと、通信手順や入 

会方法にいたるまて1羊しく紹介a 

さらに、メニューマップまて載っ 

ているのて\たいへん便利な本だs 

二の本を1QS様にプレゼント！ 
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■ AV ■- 

CDだってお外に出たい 
今年の2月に発売された8セン 

チC D いわばC Dのシンクル版 

ともいうべき存柱なんだけと'、二 

nが売れに壳れちゃっているのた 

半年の間にタイトル数は約？f000 

を数え、生産置てもc[〕全体の約 

3害J[こfり達.これは、ひとえにヤ 

ング碱の圧倒的な支抟によるもの 

なのだとか 

そ二て、8センチC Dが外で聴 

けちゃうCDウォークマンD-82.を 

こ-紹介しましようもちろんソニ 

一（株)からの発売バッテリー込 

みの本体重Sがわすかに3 3Gグラ 

ムとfiJtのため、さっそうと持ち 

運べるのですおまけに曲のii出 

し、サーチk1曲リ 

ヒート、全曲リヒー 

卜などなど、な 

がら機能もパッチり 

充卖なのた_本体を 

カバンに入れても操 

作が可能なリモー]ン 

用のジャックもつい 

てるそ‘’イイ音を外 

て聴ける時代が到采 

したんだね *卽久と白価格u找i&ci&Pi ，.ハ ーp mz 

GOODS ■-- B 

コビーサウンドが楽しめます 
最近のキーボード楽器つていろ 

んな機能がついてるよね覚え込 

ませた音とか声とかを忠実tこ再現 

したり、その音てメロテイーを奏 

てたりて、このメ 〇リー.は才 

モチヤとしてのおもしろさに頭目 

したすぐれもの楽器玩具なのてす 

自動演奏機能はもちろんのことt 

25G音までの長さの曲を記愤して、 

再生できちゃうコヒーした音T 

自要九寅奏させるとき、エコーやル 

-zとい，た効果的な機能を駆使 

すれは、いっそう盛り上がること 

うけあいなのですコヒ_音のほ 

か、ヒアノ、フルート、vリンハ 

か内mされ、向時に発生できる萏 

数は2音， 

自分の声をサンフリングして、 
ゲームミュージックでも奏ててみ 

てはいかがでしj：うか 

會色はヒンク1色.通格は 
8,纖円わ株河舍这器*;作所TJ053d S7-1邡7 

■ GOODS ■-- 

漢字に自信ありますか？ 
-■ 
冬の必要アイテムだね 

漢字って読むのはけっこう簡単 

なんだけど、軎くとなるとかなり 

苦しんしゃったりするものだそ 

はに辞害がなかったりした場合， 

凓字を断念してひらがなにしちゃ 

うことt>たひたひそんなキミに 

ぜひともこ’紹介したし、のが、セイ 

コー電子工業〔オ朱)から新発売され 

た力ード漢字便1MDF3&0漢字ム 

このカード、語句の読みをロー 

7字入力して変4奥キーを押すと溪 

字表記を教えてくれちゃうのだ. 

湧字たけじゥなくて、送りがなを 

含む語句も0 K同音異義詰も間 

単に調べられるし、_送リ、逆送 

りの検索もてきますそのうえ、 

E桁までの四則演蕊が可^な計算 

機能つきD頭がいいね. 

蜇さはたったの 

37グラムだから、 

ホケットにいれて 

どこへでも持ちは 
こべちゃうわけだ 

でら、こんな力 

-ドをI寺ってたら 

..近こ.ろの若いモン 

は-jってお躲 

教さnちやうかも 

しれないね 

寒さもいよいよ本番だけど、セ 

ーターの毛王に苦労してませんか, 

ちかごろ帘吡の毛玉取り器がはや 

っているけど、二のたび(株)版部 

セイコーから、キャラクターの毛 

玉ヵットが発売されました毛糸 

玉にしゃれつく猫を形どった二 

rンとる.と、あいきよう爲点の雪 

た'るまのスノーウイーがそれ 

貯金箱かと見間違いそうなその 

キュートなボディーに秘められた 

ハひ一で、にっくき毛玉どもを返 

治してくれちゃうのだう一ん 

たのもしいそ'.もちろん、安全面 

はバッチ1h 
これ5えあれば、冬じゆうツル 

ッツルのセーターが着られるね 

色はニヤンとるがヒンクとグリ 

ーンの2色スノーウイ™がヒン 
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t自分を瓚やすのt■■手た 50¢ WT 
i .UOOR "■■ミフ t 卜.rSU3 341 2?.V 

テレカって？0枚や30^ くらい持 
ってる人なんかザラにいて、みん 

な飽きてきちゃった慼じがする 

ても，（株)フォントから発売さ 

れた■占いテレフォンカード，はあ 

なたを絶対に飽きさせません 

この力ード、力ードに寄いてあ 

るあみだくじを' 通話終了時に打 

ち込まれる使用度数を示すハンチ 

穴のti；:茂からスタートさせて、運 

勢を占ってしまおうというもの_ 

恋愛、商売繁盛、合格祈■、お 

みくじの4シリーズあるんだけど, 

恋愛の占い結果はけっこうシビア 

なんだ，"逃げられる"なんて出ち 

やった晚には泣くしかないネ 

■ GOODS ■- 

受話器を臛く手が震えます 

iiriiiiTiii 
WATCH ■- 

究極の使い捨てだあ 

り* 於一 

*せ格は4&0R V二—クけエイテ 

イフフ□タク >003-237-5503 

世はまさに使い捨て時代 

フイルム内蔵の使い捨てカメラ 

なんて、うつかリカメラを忘れて 

行楽地に来ちゃったときの救いの 

神としての不動の±也位を桀いたし- 

そんな折、 （株） ソニー■クリエィ 

ティブフロダクツから、紙製め使 

t、捨てウォッチ'GOTTA WATCH j 

か新発売。 

紙と言っても厚いから丈夫だU 

時計もデジタルでしっかリ動いて 

<れる本格派なのたデ.ザィンは 

ジェリービーンズかんビキニ姿 

の女の子まて，とバラエティー豊 

かな24檑類うつ、私もほしいつ 

曲芸のノリで楽しんじゃえ 

■ GAME ■- 

インデイアン嘘つかない9 
/いンタI jと駆け引きで勝負を染 

しんじやうバフォーマンスカード 

ゲームインディアンフェイス 

が(株)バンダィから発売されたよ 

ヘアバンドと羽根でインティア 

ン【二彳分装して* _番に力一]'をひ 

いでいぎ,ひいたカー 
ドの数字が相手にだけ 

見えるようにへアバン 

卜にはさんで、その数 

字の大きさを競うとい 

うもの 

全局が力ードをはさ 

んだ時点て、各々が阐 

け金を決めるんだけと\その際、 

自分の力ードの数字がいくつなの 

かをt相手の顔色をうかかって検 

Piするところがミソなわけだ 

つまり、嘘つきが得するケーム 

というわけなのサ 

■ TOKYO DISNEYLAND ■— 

大_日はオールナイトで 
じ月は寒いけど、暖かかったり 

もする.師走とかいって、先生か 

走ってたりしても（古い言いまわ 

し）、やっはリのんびりてきる瞬 

間があるクリスマスとか大晦日 

とか、壤かい日があるでしよ？ 

いろいろと。 

さて東京テ■ィズニーランドでは< 

5周年記念スペシャルイベントと 

して、1983年じ月310 土哝日の複 

9時より、明けて〗339年1月10 

日喵0の朝8時まで、オールナイ 

卜で'ニューイヤーズ-イブ*バー 

■シンテレラ碑か5 < (■にく -•さリと 

ティー"を催します年の移り変わ 

りを、ミッキーやミニーやドナル 

ドタックとともに％過こ'してみよ 

うじゃありませんか、という企画 

ハーク内の各エリアT行なわれ 

テレビなんかて■よ < やってる、 

シャンヘングラスを櫝み屯ねて記 

録を伸ばしていくあの'"芸当*rが、 

(株)バンダイからゲームになって 

発売されたんだ 

その名もグラッシュふ:： 

£ニシャンペングラスとトレイ 

のハーツを上へ上へ、横へ横へと 

憤み靈ねていって、グラスを < ず 

しちゃった人の負けtというわけ 

势10個のグラスがI免時にしてく 

ずれ落ちる栋は、限りなく気持ち 

がいいのた若い<せにストレス 

がたまってる人(二は、いいかもね 

る+エリアショウ'そして''レスト 

ランステージショウ'年が笼わる 

瞬間を金員で体感tるための、"■力 

ウントダウンセレモニー' そして， 

光のフロートの大ハレード”束京 

デイズニ_ランドエレクトりカル 

ハレーr。 

それらのイベントはもちろん、 

夜を徹して東京ティズニ™ランド 

は私たち’とお付き含いして < れる 

わけです。1938年もいろいろあり 

ました.そのしめくくりと，新年 

のスタートを、Bごろの谋境から 

離れた夢の世界で迎かえる.なん 

て、いいよね一絕^に真夜中の 

• ISい足I. T針を咪ゃゼるのたIt格は 

]-S50R -r'パ.ハ:-.?イ003-342 S151 

でも、一人でやるのは暗いそ' 

グラスはフラスチ'ノク製なのて. 

落ちても割れないから、ご安心を 

ベイ：Lリアはちよつと寒いので、 

せいせい噃かい服装をしてt気の 

合うお友たちとか力ールフレント 

とか、ねえ、いいんじやないでし 

よう力、？ カールフレンドいない 

のかあ？ MSXユーサーは明かる 

く楽しくなけりやあいかんぞ一。 

會そ1て？£火オールナイトハーテず_ 

荣eブィスー’'ラントL閩する問い台ねせは、疗以〇う心DDDUまたはua3.366+56G0、染荣ティスニーラント■インフ;tメージョンセンターへd19昍The Wolt Disney Company. 



MUSIC ■- 
ファ11/コム，スペシヤ;I/BOX’的 

» 七ンチC D 6牧钽て7,800円 
M キンクレコ-f «.tlCi3-945-^tn 

先月号でお知らせしたファル 

コム-スへシャルBOX/89がいよ 

いよ12月5 Bに発売されIした 

このスべシャルBOX、日本ファ 

ルコムがゲームソフトメーカーと 

しては1；!めて' レコードレーベル 

を発足した記念の特別企画なのだ 

マンハッタン，ジャズ■クインテ 

ットのテ■ビット，.マシューズ，ジ 

ョージ』ャンクなどの最華な面々 

が、ファルコムご自tftのrザナドウ4 

イースといったゲームミユージ 

ックを，心をこめて演奏しており 

ます菜:華な特典もいっばいっい 

てるから、お買い得だよ 

ユーミンのニューアルバム 

• i曲格LPtカセ.卜2』00FL CD3ノ 00円 

M東芝EMI 

松任香由美のNew Atbumが11月 

26日に発売されたタイトルは 

Deright Slight Light KISS 

v舌を入nないキッス〃とちょつひ 

り利激的かもしれない意味のこの 

アルバムは、男女の淡い恋を播い 

たものユ■■"ミンならてはの世界 

が広がっているんた、いつものよ 

に、ね 

曲目は■リフレインが叫んて-る 

など全部で10曲.フジテレビ系て 

放8央されているオレたちひよう 

きん族.のエンディングテーマ， 

恋はNo-retumも収録されてい 

るから，聞いたことがある人も多 

いんじゃないかな 

ユーミン自身が今回の10曲の中 

で一番お■気に入りの詞だというの 

が—とこしえにGood Nig叫夜明け 

の色）ぼやけた夜景を見ている 

と，2人の不安定な関係に思えて 

きて、ただ不安でそんな飼 

がブルース_のメロデイー【二うま 

<溶け二んでいる 

ところで今回のテーマは^■純愛^ 

さまざまな愛の瑕かある中て■，い 

まどきハヤラナイものかもしれな 

いそれを：!ーミン風の味付けで、 

タッフリと泣かせてくれます 

映画も大好き! 
ニューヨークのブロードウェイでも、人気を集めている 
^ ロジャー，ラビット〃と、おなじみの11溢ルビィ” 

Wwwwww^PWWWwwwW^PWwwwWWwwwWWwwWWwwWww^WWWWwwwW 

おまちどおさま！お正月映 のような往年のスターまでみんな そして、もう1本は 

画でもありsクりスマス映画に 

もなりえてしまう、iMIlMの 

ゃ〇ジャーラビツKから，ご 

しようかいしたいと思います. 

1947年のハリウッドが舞台: 

撮影場の近くにある、漫画映画 

の登場人物=トウーンたちの住 

むトウーンタウンではミツキー 

マウスやドナルド*ダックなど 

ビッグスターから、ベテイさん 

そろゥて映画に出演するとあって 

大変な盛り上がり丨ダンボまで 

空を飛び回っている始末。 

主演は、うさぎのロジャーし 

かし彼の妻、官能的でポインの 

ジェシカが浮気しているかもしれ 

ない……という7ワサで、_に 

も身がはいらないこのごろ 

ストーリーはこんなふうに始ま 

るのですが、なんといっても，実 

写とアニメの交わ 

りかたが完璧！ 

さすがディズニー 

とスピルバーグが 

手を組んだからこ 

そ出来た作品です:. 

彼女をデートに 

謗っても成功まち 

がいなしてすa 

ただいま絶胬公開中の 

M圣盗ルビイ〃です..宣 

伝も行き届いているよ 

うなので，改めて紹介 

することもないのです 

が、やっぱり好きだっ 

たから、伝えたい！ 

根はまじめなはずの真 

田広之さんが、かわい 

くずっこけて、憎めませんキョ 

ンキョンも自然でよいし，なんと 

いっても監替の和田誠さん、*麻雀 

放浪記"とはひとあじもふたあじ 

もちがう、お洒落な香りをただよ 

わせて < れています。 

あんなふうに、自分<0世界がいろ 

いろと作れたら楽しいでしようね 

—現場のにぎわいも聞こえてく 

るような、0本映画には珍しくの 

.これくらいスキマたらけの興の人っていい ISs&, 

好みかかわってしまったみたいてT 全国公W中！ 

ひのびした作品でした。キウイ 

フルーツと生クリームがたっぶ 

り入ったクレープをかじったよ 

うな映画です， 

ただ、ルビイのような、すて 

きなマンションでの1人屏らし 

にもあこがれますが、「きっとt 

家質って20万円くらいだろうね 

……dと、ささやいてしまう_ 

分が哀しいa 

*mz b, ais姫と7入の小人や、三匹の小辟' 卜：ノ +才や 

ウッドべvカーと#え4すたた•いま、全国公開中3 

176 I 圆 RMATTO 



iinemiiii 

■ goodsm 

ザ•スノウマン 
冬もいよいよ本番 

ですが' 雪だるまの 

キャラクター商品を 

ご紹介しましょう。 

ソニー，クリエイ 

ティブプGダクツか 

ら新発売め，_ザ•ス/ 

ウ7 ノ.ンリースか會m v~ - ►クリエイ亍rフフ□タクッft们-U7-5&M 

それこの雪だるまv生意気にも、 

首にはマフラーを巻き、頭にはや 

かんではなくって帽子をかぶって 

いるのたおちゃめてキュートな 

雪だるまたね 

■格は日;记帳(写奠左)が700円、 

カンべンケース{同右上）が400円、 

筆記具セツト（同右下)がし000円 

ア#しバイト！!集勿お知らセ: 

あリがたいことに1当Mマガ編集 
部は猫の手も借リたいほどの忙しさ 
なのです。そんなわけで.このたび 

私どもと一緒にMマガを作ってくれ 

るアルバイターさんを大募窠！ 
ま*^平たく首えば''MSX好きな 

人この指と〜まれ#つて想じなのね^ 

とにもかくにも、MSXへの思い入 

れだけは推にも負けないそ\ってい 

う人が一番fそれに整理整頓得 

寒な人も大大歡迎なんだpどうして_ 

なのかは、推して知るべしよね0 K 

{土事の内容はゲーマー、編集補佐_ 

といったところ。応募してぐれる人_ 

Ei写真を添付した履歴#を下記へ郵ミ 
送して<ださい。お待ちしてま一す,= 

〒107-24東京都港区南背山6-li-l■ 

スリーエフ南霄山ビル ■ 

|棟アスキー _ 

MSXマガジン部 _ 

■ VIDEO ■- 

バカルー•バンサイB次元ギャラクシー 

二れがg本でリリースされるa 

を、持ってたんたよね！ SFファ 

ンにとっては、まさに1"ウワサ々の 

カルトムービーつて存在なのだ 

まずノリか経い。よくいうアニ 

メ感覚とは、この作品のことをさ 

すそ:^に設定がユニークe本 

人バンザイ博士の忘れがたみ、天 

才的脳外科医にして大人氣のロッ 

ク歌手バカルーが、酵いるその 

名もrt香港騎士ぽという仲間と8 

次元（!？）世界にいる悪人:nイリア 

ンを退治するわけこのコートー 

ムケーさ！ バカルーをやっつけ 

ようとするマツドサイエンテイス 

卜も、典型的な姿 

で登場していて、 

まんまコミックブ 

ック(日本のじや 

なくてアメリカの 

ね)を読んでる慼じ 

主人公のバカル 

—を匕' ーター■'口 
ホコップ、ウエラ 

'その相棒にジ 

エフ、•ザ，フライ〃ゴールドブラ 

ムとキャステイングもツウ好みだ 

早く続編を作ってほしいなあ. 

鲁発売元/販売元 

CBS/FOXビデオ 

參12月は日発売/〗03分/派800円 

アメリカン•パロデイーシアター まごころを君に 
無意味なギ 

ャグがZQコも 

つまったナン 

センス映画の 

極めつきがこ 

れと軎くと 

まるでバカに 

しきってるよ 

一にとられるかもしれないけど、 

何せnrもっまってるんだから、 

決してパカになんてでさません 

私はマジメ[二、この映画に入れ込 

んでいるのです。 

最初の、先がミエミエ(わかりす 

ぎて大笑い)のギャグにはじまり、 

邡年代SF映画の特徴をしっかりと 

らえた’月世界のアマゾネスム誰 

でも考えつくけど当たり前すぎて 

やらなかったr透明人間ジュニア； 

など、使いふるされたギャグを、 

何のてらいもなくやっちゃうとこ 

ろが、大笑い。やっばりジョン_ 

フンデイスとジ3 — ■ダンテって 

フツーじゃないよナー、を痛感！ 

攀発売元/CIC *ビクタービデオ 

販壳兌/日本ェイ■ブイ，シー 

_ 2月16日発売/85分/15,800円 

某歌手の歌 

がこのSPJ败 

をイメージし 

ているとかで 

再び注邑をあ 

びているダニ 

エル*キ'ース 

の：アルジャ 

ーノンに花束tを映画化したの 

が二の作品. 33烕の精神薄弱者が 

腦外f斗手術を受け、天才に変身 

しかし……というお話,-. 

中アルジャーノン4というのは同 

じ脳手術を施された実験ネズミの 

名前で、原作では主人公チャーり 

一が死んでしまったアルの蓽にい 

つも花をそなえるという設定。映 

画ではこの部分がないが、そのほ 

かはわりと忠実P特にチャーリー 

に扮したクリフ. 〇パートソンが 

栩神薄弱から天才への変身をみこ 

とに演じァヵデミ™賞を受貧.：世 

の中無知のほうがうまくいくのか 

な、という気にさせる皮肉な作品。 

•発売/明売元 
クラウンレn—ド 

• t2月2&B 発売/106分/14,800円 

INFORMATION 177 



EVENT ■- 

ii-アスキー*パソコン神社 
お正月恨例のアスキー*バソコ 

ン神社がfS9年も1月の5 - 7日に 

間かれるよ時間は川時から17時 

までの7時間会場はもちろん小 

社ビルということは、花の東京 

のド真ん中，肯山なのだDお正月 

【二東京へ遊びに来る人は、足を運 

んでも絶対に損はさせません 

お正月らしい絵馬やおみ < じの 

コーナー，七福神參#ラリーをは 

じめ、_ゲームコーナー、太ジ 

ヤンク市などなど盛り沢山の内容 

場所は東京都港区南宵山6-1?1 

大仁堂ビルの2 P占と8階営!通地 

下鉄、表#]商駅から徒歩約で 

す @(株)アスキー003-436-4519 

泉麻人のコラム彳 
■ BOOK ■— 

雄^やテレビ 

にひつばりだこ 

のコラムニスト 

泉麻人彼の傑 

作コラムを集め 

た本が(株）マ打 

ジンハウスから 
俞,，マカジ；.-.ハウス 
«33 B45 7130 発売されました 

彼の技群の記憶力はテレビでも 

おなじみだけど、二の本でも小気 

味よく発揮されているのだ幼い 

ころ彼が好きだったお菓子、キャ 

ラクター、テレビ番組などなど 

また、芸能人批評もなかなか味 

わいかある技みなから思わすう 

なすいてしまう一冊丄000円てす 

■ VIDEO，-—I 

GAME EXPRESS V2『MSXのすベて』 ドラゴンクエストフアンタジアビデオ 
msxソフトの」m報を满敝した 

ビデォマガジンrスー/、ーゲーム* 

エクスプレスMSXのすべてが 

(株)双葉社よリ新発売されるのだ 

このビデオ、すでに発売されて 

いるゲームだけじゃな<て、二れ 

から発売されるゲームもしっかリ 

ご披露してくれちゃうというサー 
ビスぶり< 

rR-TVPE.,'フィ_ドバックム 

wmmi2.などの超t战s作が目 
白押したよ。おまけに收參像数は実 

に1叩タイトルこれで2,980円は 

せったいに安いよね。 

全国の署店*コンビニエンス店 

にて12月日に発売予定ちなみ 

にVHSで30分です 

鸪(株)双粟社?503-2£«8-5111 

• r-.>?.CaS' V 二ークルー7®03-?66-^34 

あのドラクエがついにビデオに 

なってしまった...しかもアニメじ 

ゃなくて実写なのだつまり：際 

に悱イfさんが演技してるってこと. 

ゲームのRPG世界をそのまま忠 

実に再現するようにS式みられてい 

るので、奢見る人を力<っかりさせま 

せんそしT音楽は、bちろんす 

ぎやまこういち作曲による交袈袓 

曲ドラゴンクエスト„イ晒各はベ 

一夕、VHSともにI邸0円。 

■ NEWS 疆 

« 作-ホニー 4 r- 
才 >B03-2Z1-31S1 

レンタルヒテ 

才といえば】泊 

2日でいくらつ 

てな具合にお金 

を支姑うもの 

ところ力< どつ 

こい' 無ホ4でビ 

テオを贷してく 

れるありがた一 

いrデジタル，ビデオ•プレスが 

(株}ポニーキヤニオンから創刊さ 

れちやったのだ.各ゲームメーカ 

一のアーケードゲーム、パソコン 

ソフトの最新報に加ん映_胥 

報、レコード情報も满載..タダな 

のにバラエティー豊かなビデオに 

仕上かっている,全国の特定レコ 

ード店、ビデオ店て贷し出し中。 

NEWS ■ 

医療機器メ 

-ヵーの横;可 

メディカルシ 

ステム（株）は 

全国の大学生 

を対象[ブYM 

S字生論文大 

賞.を実施し、 

論文を募集し 

■ 

ます。このコンクールは去年から 

始められたものて、今年は—21世紙 

_ハイテクノロジーと医療.•陳器 

移植の3つのテーマのなかから 

1つを選択(タイトルは自由)： 

応募資格は短大、大学、大学院に 

在学中の方.，締め切りは12月扣a 

店募規定、方法など詳しくは同 

社広報課Q042S-37-3001まT. 

第2回YMS学生論文大11 

_i欲にみちた作品を 
糊待してい令とのこと. 

■ EVENT ■ ■ 
グラディウス★フアンタジア 

會出かける前にiお問い合わせくたさい 
アホ□ン奇臬ェyノ； 0(13 353- 0191 

アポaン音粢工業(株)丄グラ 

ディウス•シリーズの迫カサウン 

卜をクラシックにアレンジした相 

曲グラディウス★ファンタジア 

をこのたび発売し！：したそこで、 

これを言己念してグラ•ファンのた 

めに東京でイベントを实施する予 

定とのことです.> 

コナミから発売された最新ァニ 

メの試写会v最新ゲームの発表会、 
/ Vネル展、プレゼント彳细M会など 

もりだくさんの内容なのてすラ 

イブステージもあるかも月料 

日、池袋サンシャイン喷水広場を 

予定。i羊しくは間い合わせてね 

17只 INFORMATION 
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_ PRESENT m 
お絵描きソフト画楽多 
和_子槻器㈱ 

から.スビーデイ 

一なお絵描きソフ 

K画楽多』を5名 

の方にフレゼント9 

二のソフトtマウスの動きにす 

ばやく反応して円でも線でも描い 

てくれるのた..JE確な図形作成も 

バッチ1Jだし、はがきやカード作 

りに最適なソフトなのです,, 

交響曲イースのCO 

寒い冬を乗り切るために何をもらうべきか。ない知恵しぼっ 

て(7)考えましよラ。締め切りは1月9日。おくれないで;^ 

イメージフアイトのポスター 
ゲーセンでお 

なじみの「イメ 

ーノノア1卜』 

のポスタ_をア 

イレム販売（株) 

から5名嫌{ニプ 

レゼント：SFシューティングゲー 

ムとして大人気のこのゲーゲ 

ーセンではまっちゃった人もいる 

はずだよねその壮大なゲームの 

雰囲気がそのままボスターになっ 

てるから、もらわにやソンソン„ 

人気者イースの 

交響曲(CD版)をキ 

ングレコード（株) 

から6名の方にブ 

レゼントだよ.，フル*オーケスト 

ラ*サウンドでイースの美しい旋 

律を堪能したい人は，ぜひとも応 

募してちようだいね 

イースIとザナドウのテレカ 
同じくキン 

グレコード 

(株)からイ'_ 

スHとザナド 

ゥのテレフ:Tンカードをそれぞれ 

3名様にプレゼントnどっちも抜群 

のデザインで迷っちゃうね.タイ 

トルの別を必ず明記してください。 

♦ブレゼント応募0あて先 

亍107-24東京都港区南W山6づ1イ 
スリ_エフ南背山ビル 

(株)アスキーMSXマガジンiB集部 
インフオメーシヨンプレゼント係 Y. 希望 

ソニーのジヤンパー 
ン ニー (株) からなんとジャンパ 

一を3名様にブレゼントなのた、 

二の季節にこのプレゼントsこの 

心づかいがひじようにウレシイ。 

つてことで、これはなにがなん 

でも当たりたいでしょ？ 

零ごめんなさい 

姿先月号（12月号)のMSX NEW SOFT 

の2Sベージの記事のなかで/へんきん 

<A<WARS2」が2DDI との!£«Wrあ 
りますが、二れはROM版の餘iまりでし 

t:ここに提出させていただきます,： 

また.同じ < 12月号の特簍 
なんでb情報の151ぺージに»Xつてい 

る回路図(ニー部^まりがありました。 

孩まりを修正した回路図を本号い月 

号)のハートウェア串始の147ベージに 

掲敕しTおけますのて、そちらの回路 

図を蔘考にして作業を進めて《ださい. 

治者のみなさま及ひ蘭保者のみなさ 

まに大変ご迷惑をお.かけしましたほ 
んとうに二‘めんなさしV 

なお，マガジン榀集部では続者 
のみな？まからのこ意見、二•想想をお- 
待ちしておリ ます S己事の内容につい 
てはちろんのこと、MSXに閿Tる二 
意見もドシトシお寄せくださいね 

1¢ 

クリスマスプレゼ;/卜で大感謝恩御礼号 

25芎 

贿発売中 
特臟刪円 
新年i_ 2合併号は 

12月23日発売 
_特別付録 

①ファSスタ’昍完全選手データブック 
©年末ソフトオールカタログ 
■とじ込みスペシャル 

ファイナルファンタジー特大マップ 

最新ゲーム啪底解剖 
フアイナルフアンタジー！ 

クラ宁ィウス2/半熟英雄 

忍者龍剣伝/バチ夫くんg 

スー^—ファミコン 
発表If 

八ードウエア論文募集(豪華な懸賞つき) 
12月'16日」 

鮮由fJ5m 

7B3DT咖円 
ど一かおねがいですから、ボルシ 

ェか、マンション、それがだめなら, 

ぼくにX68DDQをください。アXン。 

信長の野望 
戦国群雄伝 

特別付録 

ウイザー!<_」イ 
モンスター召喚の手引き 
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[今月も弓I続さ、Bページなのだあ 

新年特別ドキュメント 

人はなぜ卵を食へるのか7人はなセよからぬことを考える しか、いたたきませんことょ、幼 

のか？そんなテーマにまっこうから取り組んだs欲大作品。少のみさりからj 
「ふ一ん、そうなの、そんなこと、 

荇通の塩にノ、イミーを混ぜたんし 

やあ、だめなのかい？」 

『そんなの、だめよしゃあ、私 

あの人は、 

どこに7 

「おい.、おいおい、おい」と、孝夫 

it,居間から台所に向かって、無 

怠識のうちに叫んでいた本来な 

ら、結婚4年目の女房である、多 

希子が流しに向かって、包丁とま 

な板でトントントンと、そんな感 

じで活觔しているはずであった 

が、その*女房は、女房はiなぜ 

たのたそれは、3週間くらい前 

の二とであった孝夫がゆで卵を 

ミルクバンで2個つくっていたと 

きの、出来車であった 

「あなた、わたしにも、ゆて-卵く 

た•さいますか？,』 

rいいけど」 

「じゃあ、くださいねj 

匕孝夫のゆて^13をねだったとこ 

ろから、すべては始まる 

あ-ちっちな感じで*ゆて•卵を 

取り出した孝夫のかたわらで•、多 

希子は卵か冷めるのを、圬，てい 

たそして、孝夫に言った 

「あなたtどうやっておたべ〖二 

なりますの」 

『そうさなあ、ケチャッブかな、 

ち一とt知らなかったわい< この 

4年間ふ一ん」 

「そうざますかま，よごさ'ます 

とりあえす、アジシオ取っていた 

だけますか？」 

「アシシオないよ，そんなのもう 

ちょっと買ってくるわね」 

匕それっきりなのであった思 

えば、預金通帳と実印と株券を持 

つていったことに、孝夫は疑問を 

か、いない 

いや、なぜかではないちゃん 

とした理由をもって、いな <なっ 

やはりj 

「なんて、おけれつなんで1こ•さ 

—ましよ私なそは、アジシオで 

もつべきであったしかし、多:希 

子はどこへ？ 

!:禪. 

Hンの—ゼ > *,--<niz t L璜调に丑亩先生乃K 



いつも二]ニコK/1SX通信 

多希子は、そのa行動rの前日、 

デレビの人気#組笑点を見てい 

て，感していたのである 

「なせ、私は、初深喜久蒇師歴の 

回答のように、日常から逸!兑した 

考え方が持てないのかしら？そ 

れは私が箱入り娘、メイデン■イ 

ン，ホックスだったからかしら？ 

そうなんだわ悲しいわ」 

そのとき、テレビの中では…… 

「じや、山田クン、ちょっとみな 

さんに、禍と、おはし、持ってき 

てくたさいいや、もうほんと[二 

寒い季節になってきましたねそ 

んな學節にゃあやつはリ録物が一 

#と思いますが、そこてnみな 

さんには、新しい鍋物を考えてみ 

てもらいたい私は、こうこう二 

ういうものをいれます、て言っ 

てください.すると、私が''ほう、 

それはなんて鍋てTか？と聞き 

ますので、お、歌丸さん、早い」 

「はい私は政治家ですが、うち 

では、かぶ、と、凝り[こコスモス 

を入れるんですよ」 

rほう、なんて鍋なの？j 

「いわすとしれた、けんちん汁で 

す、けんちん汁j 

「ほ一、气すんちん"と"献金"ね^ 

なるほと—、うまい山田クン1枚j 

多希子は、いつt>笑点を見なが 

ら思う歌丸師匠は、いつも安心 

して見ていられるので、いいわあ 

でも……たまには、不安定な回答 

もほしいわねえ……ぜいたくな 

のかしら？私は私って、いつ 

たいなんなの？女？奥さん？ 

女']生？ それとも., 

笑点を見ながら、こんなことを 

考える女性もめすらしいが、とリ 

あえずは、そう考えてしまった人 

間がひとり、そこにいたのである 

rfLちょっと、殼を破ってみよ 

うかしら背伸ひ、してみようか 

しらどうなるか、わからないけ 

どもそれも、人生かもしれない 

わね，きっとj 

とか、なんと力\ちらりちらリ 

と、考えたもののHそれから3Q秒 

ほとあとには、人間とは便利な生 

き物であるという実践を地でいく 

ように、深い考えは奥深ぐ沈んで 

いって、単に笑点を楽しt；市民に| 

なつていたのてある I 

普通なら、それで終わるが、 

律女の深層心理には、その思考ハ 

ターンか版Mどいきつ•いてしまっ 

ていたのてあるあふない！多| 

希子丨とうなる多希子？ | 

地球の危機 

“ウ ^ **,**»■ 

そしてv多希子は、ほとんど無 

意識のうちに、孝夫との卵の話題 

から、発作的な行動に走ったこ 

れはもうほとんと\ホットロック 

のアフガニスタンバナナスタン効 

梁てある（すいません、作者が映画 

フ尸ンなものて、マニアックな上t 

嗡を使ってしまいました..要は. 

潜柱意謝IT眠効果とか、そういう 

二ととかを、表現したかったわけ 

て\こ乂ざリます>,-. 

さて、家を飛び出た多希子てあ 

るが、どうしたらいいのかしら 

悲しいかな、冷制こなればなるほ 

匕自分の行動に否定的になる 

r私って、やつはり飛べない女な 

のねえ」 

家に帰ってしまおうかとb考え 
たが、それじゃあんまりIこtuお 

もしろくないしゃ，アジシオを 

香港まで買いにいってみようかし 

らそれなら、うそをついたこと 

にもならないし1必要なアイテム 

も手にはいることになる: 

「海外って、行ったことなかった 

から、ち』うといいわねそうし 

ましょあと何年かて，中国に返 

還されるらしいしあ、返t资の冏 

蹈は直接は関係ないわね」 

多希子は、旅行代理店に足を逆 

んだ,， 

孝夫は、待っていた,彼には、 

待っことしか残されていなかった 

「ま、アジシオnいに、とっか行 

ってんだろうなあ，【卵はくっちま 

ってもいいよなあうだうだ待っ 

ててもしかたがないので、趣よ」 

意外にも、双方とらv新しい白 

分の生活を索直に受け止めて、け 

して花翻的ではない新しI '生活を 

始めた 

さて、孝夫と多希子か、それそ 

れ新しい生活を始めたころ，木星 

の说;4: hリレオ*上では，±也球侵 

略をねらうスミト〇ン星人の秘密 

基■地が完成しようとしていた， 

■中■.パ.:—* :贸卜■♦…J 

彼らは植民星を築くベぐ巨大 

空母を発進させた.. 

'くわおお>hおおお、キュイ™ン 

どか一ん！ j巨大空母は、その発 

進に失敗U大燁発をおこし、秘 

密基地は壊滅した.. 

3週間と3日して、多希子は帰 

ってさたアジシオとグッチのパ 

ンクと、口‘レックスの腕時計が 

鞔につまっていた 

「はい、あなた、おみやけ」 

「いいのにtこんなことしてj 

それから、以前とまったく同じ 

ふたリの生活が始まった 

こんな丸い生活が，現代人の理 

想では、なかろうか？ 

t fして砝4は そん1！i f メー シノ 3ントにル五占光Itか! 
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おお、このコーナーも.取材搆成たせ1やつは0たまには、外 

に出ないといけないよな。いつも関しこもつてると、あかんわい。 

回文博士と異名をとる美志ちや 

ん、ああ、ちと親しく呼びすぎち 

ゃったかな？とにかく英濃博士 

の女性関係が発党！その乱れた 

性の……ちがうちがう，そういう 

二としゃ、なくて、突澳博士のブ 

レーン的集団をI今回はご紹介す 

成員によって、成立している東京 

六本木にお店かある、とっても卜 

レンティーな生地屋さんmmo 
にお動めになられるv 笑い3人 

級、あやや失斗し美女3人組^名 

付けマ'’回文シスターズ"のみなさ 

んのこ紹介たあ！ 

ることに、しよう 

なんと1その集団は、女性の構 

*叽の？ Hい' 人て.年二■ 500万円以上 
の人が好きですというt行的J[キャル 

ます、その首节酎谷の、松原さん 

大学て美濃博士と犬帒ちゃんと、 

ともにお勉強をしてしまったとい 

う、運のない人た（？）回文に喜 

びをとて感じてしまう、現代つ 

子弟さんが家を継いでしまうと 

もっはら啤の厘婦人科の次女さん 

続いて、小林〗号さん竿齢不 

i羊' しかし、大東亜戦争をご存し 

とかワギャー、うそうそ小林 

1号さんは、回文も得费だがt說 

弁術にけていて、M通の取材 

陣は常にけむにまかれていた 

そして、最後に、4嚇2号さん 

，和でわらう」という回文にひか 

れて、回文界に入会したかわリ種 

その後、「イタリヤでやりたい」な 

どに出会い、その回文熱は加速度 

を柄すもち肌の手入れには-.人 

—倍気を使っているという、さわ 

やかギヤルとの二と 

Mマガては、この■女3人布且と 

深.箱4足拽をm志し'「お右电さん回 

文を教えてあけるの会Jを発足さ 

せ、若い回文人口をふやしていく 

ため' その育成【こお力悉えいただ 

けると，そういうことになつてお 

りますはつはつはつは.：ごうだ 

い、キミ、キミも题歴崔.をM通編 

巢部に送って、チャレンジしてみ 

ないかい？そういうこと 

さて、回文作品であるが、当然 

ながら、3人祖さんに、考えてい 

ただきましよう英語で作ってく 

れましたよ 

「Rats live on no evil stafj _ 

れは、；]淋1号さんと2号さんか 

合体して作ったイ乍品だまた，小 

作品だかずぼぐ小久保」という心 

温まる■回文を教えてくたさった 

いやあ、そんなところですよ， 

今回はしゃ，回文に幸あれ！ 

レビJT-(うそ) 

こんなに，痛快なアクションバズ 

ルゲームは、見たことがないぜ！ 

その名ばアジト1Jス，_だ。漢字で» 

くと、足と.りす、だトリスと聞 

it'ちょいとお年をめしたオトー 

サンがたには、馕かしい名前のお酒 

をほうふつとさせてしまうかむしれ 

ないな。うひょつ、閲係ないな、二 

れは大笑し、だせ:，そういうことなの 

で' さあ、みんなで、腹筋で笑いな 

がら、アクションしようせ' 

ルールは、m~tz tm上で谋て 

いるみけ猫に教えても、遊べてしま: 

いそうだぜ:.うそ、だぜ。 : 

さて' ルールはt上から落ちT く i 

るプ〇ックを、しかるべき壤所へ力: 

—ソルキ_などでi秀導し、ドーンと： 

置いちまえばいいた'(九というもの： 

ブロックは全で、tコ，.たった1： 

コだけ丨コといってしあなどっミ 
てはいけないぞ椒2013x描?00ド_y i 

卜以上はあろうという，大きなもの！ 

なのだ-.その大きな四角形のプ□ッ: 

クか.ものすごい速度でスクロールE 

あの、おたよりの中から発見したんですが、このコーナーを全面 
的に®用していらっしゃる方が，…いやあ、まいDましたです。 

しながら上から落ちてくる.，だいた；何歲ぐらいの人間が書いているかわ 

い，300画商くらいはスクロールして:からんもんて■すさかいのうどこ出 

しまうらしい，その速度は時遇2憶丨身の人かもわからんしのうわしで 

キロぐらいとメーカーさんは、いっjすか、わしは、栃木てすわ： 

ているわかんないけどねe. : とにかしこのゲームは、世代を 

それに、加えてそのブロック、ま；超えて遊べる、そういうことですな 

たものすごい速度で回転して 

いるのだeだいたい、毎分5 

兆固転ぐらいかな.わかんな 

いけどねなんでわかんな•い 

かっていうと、わらひね、今 

酔っばらってるのよでもね、 

こtUいいゲームですよ，私 
の孫も遊んでますJzt孫はね、 

今年で成人式をむかえるんで 

すじh靨んでくだされや。 
だいたい，二の手^文章は、 _こんなブ〇フタケ-ドーンへ一％ぐん卜. 
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いつち: コMSX通信 

r m通動綱鑑 その2 

かものはし 

え、今月もあるんrrすか9この 

コーナー"M通勸物囡鑑、そ5rす 

か、そDゃ_、おめでたい。 

とい5ことで、今月ご紹介するの 

は今をときめく”かものはしwです。 

般近は潘画の主人公になったりして、 

このフ、めだってるよI 

え一っと、ではこのへんでキチン 

と解説しよラBかものはしは1かも 

のはし科に厲し（属すもなんも、本人 

だわよね）オーストラリアのタスマニ 

ァ特産であるcオーストラゾアとい 

ラ国には変な動物が多いなあ。 

てね、爵も原始的なぼ乳類の一种 

といわれながら、なんと卵生！つ 

まりほ乳頡のくせして卵を産んでし 

ま5とい5.捉破〇のふとど芒者な 

tかしのはしの择洛をCGにて再現なかなかかわぃぃ 

わけですよ。ぶんぶん。あら、怒っ 

てどうするのよ、怒って0 

それでは一体，どんな外見なのか& 

かも、のようなくちばしを持ち、手 

足に_かきがある-…_。みなさん、 

ここまてお読みになってとんな姿を 

想像されたでしょうか？*私なら、 

カッパです！そうですvこれで頭 

に皿の丨枚でものっていよラなもの 

なら、見事なカッパではないか! 

しかし、残念ながら皿はのっていな 

いし1カッパにも似rいないのであ 

る。じつは、かわラそに似ていで， 

体も小さい〇な一んた、かコかり' 

写真のようなヤツなんだよ。 

勝手なコトをいろよラです力\か 

ものはし、ということばの髀きは， 

どことなく上品で4京都の 

和菜子を逆想させますね0 

あれ、運想しませんか7> 

そろですかねえ、まあ' か 

ものはし、と間いたら、卵 

を産むかわ3そに似たカッ 

パが、頭のなかで踊るよラ 

になっていただければ、私 

も本望というものでありま 

すよa 

マヌーな論 
なぜ、超導が起きるのか？阐_C手にはいる物質を 

いろいろ混ぜこ窯で资くだけで，なぜそんなにすごい物 

Mになってし莩ラのか9最商繰のフレーン…研究者が知 

恿をあわせても論理nrt説明で5ない、といラのが今の 

研究段階らしい。薬、新薬の研究rも、サン:7ル数c忒か 

せて、星の数ぼどの実験を行ないv偶然を味方にして、有 
効薬を発見するという方式がとられている。 

しかし、まだまだ、cnだけ科学技術が遒尜しても、睬 

明できないごとが..いっばいあるものである0数字の分野 

でも、また莩芒解けないなんかが、あるらしいのだaうん。 

だか6- fよなんだ、こラいう展開からどうやってフヌ 

-kz持っていくかといラと、なかなかむすかしいちのが、. 

あるわnrだな、これがuマヌーな譎文って、家るで、なん 

か荜菜するためだけにビ□ビ□と其いてし袤5よラな、大 

学生の卒業滿艾みだいなものかね。沁はね、卒論基かす!:： 

卒業し芒人間てすけどねえsホホ、7ヌーI 

\厂 

えつとね 
あれでしょ？ 

ほんじゃまあ、いくぞでもねt 

なんかす對离作品を読ませていただ 

くと、ちょっとばかりへボーな感 

じがしてしまうのだ人生のワビ 

サビみたいなものが出てくればい 

いなと、思うんですがね中学2 

年生くらいの人で，仙人みたいな 

人、いらっしゃいませんでし 

ようか？いれば^おもしろ 

いのにね 

たとえば、こんな慼じであ 

りますね 

「あのさあ、おれ、ハラへっ 

てんだけどもv索こんぶかなんか、 

ないかい？」 

rん？腹へってs莱コンブ、あ 

あ、，あれでしよ？ バフルスター 

とかいって、お風呂を泡たらけに 

してしまうという、会社のえらい 

さんがCFに出てしまうというほれ 

ほれ’…-+1 

「それをいうならv原へルスエ業 

でしよ？j 

わかりにくかった、かな？ CF 

を見たことないかな？ちょっと 

前までは、マイケル•ジヤクソン 

のまねなんかしてたりして、すご 

いなあと思って 

いたんて•すけど 

ね.，次、いきま 

しょうかね.. 

「今度でた丨 

イドック2_\い 

いよねえ」 

「ああ^あれで 

でしょ？とん 

かつとか食べる 

ときに、とろと 

ろっとかける、 

黒いゲル状の物質でしよ？j 

「それは、ブルドックソースで 

しよう？」今月はあんまり出来 

がよくないじゃあ、ね 
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wm 

て、今日はB型が2&人足りません 

従って256キロバイトないといく 

ら庄縮しても無理ですよその結 

果、一-度サッと熱浴を通してみる 

とビタミンCが分解されずにすむ 

わけで、力とはF=inaなのTす 

ちなみに重力加速度g = 9」8とし 

ます t-f：し24級ゴナMのツメで 

ななめが気になる編集者 

が就職して東京に行くこと 

になりました「人生二の< 

らい波舌ITなきゃな！」と思いた 

いけどやっぱりそんなのムリです 

慰めてください。 

(北海道瀬川器子） 

3んま一、悲取Lだったら彼に 

っいて東京にくりやいいのにと 

思ったらご職業が"ぶ一たろ一" 

んま一I悲劇でも週末ごとに会 

っていれば大丈夫ねて、住所を 

見たら.んま一悲削..もう目か 

あてられない 

なんて冷たいのっ、私がこんな 

に苦しんているのに Mマガの遠 

者な.:Dにつ、はかつそう思って 

るんでしJつへへ一ん、别にい 

いもんね一、なんてうそ読者へ 

の協力は惜しみませんよそうて 

すね一、二ういう場合はですね一、 

う一ん……あ、そ一だ彼の就 

職先と住所がわかったら連.ま各して 

ちょ一だいなこっちでいしめぬ 

いて「東京なんて嫌いだ！喜子 

ちゃんの待っ北海道に帰るぞ!」 

と言わせてみせますそのときに 

は手土産としてラメンちやんつけ 

ときますラメンちゃんも里帰り 

がてきると淚を流して喜ぶでしょ 

う涙流さなかったら.ぶん殴って 

やる一ぐるる一。 

h—、ちっとも慰めになってな 

いね一いいよね一I i午してくれ 

るよね一ね_ ね一■ 

親身になれない編集若 

にはこんな手紙を再いてい 

t る暇はないのです 

(京都府地獄の受験生) 

*そ一だよ、こんなことしてい 

られないんたよなぁ一！まった 

くまいっちやうのよね一、ほんと 

うちでは犬を飼っていまし 

たが、その犬がお坊さんの 

足にかみついたので、それ以来、 

犬は飼っていません 

(宮城県佐m栄) 

!ラメンちやんラメンちやん、 

15番テーブルご指名てすあ一い、 

いらっさ一い'へあら、お久しぶ 

リーん！最近全然m見せなかっ 

たじやない一んっん一、もう、 

ラメンつねっちやうからな一ん 

てウンよウソフね一え一、水割 

りたのんでい一い一？ と•一も. 

クビ.グビあ一N Hいしいっ！ 

と二ろでさあ、あなたのうちで 

犬飼ってるんだって？ だめよ一， 

犬はかんじぐうからコワーイ 

だからあたしのうちでは描飼って 

るのよ、ネコ名前はイソノって 

いうのよそれでね、「イソノーj 

って呼ぶと、「ナカジマー！」って 

返爭してくれるのよかわいいで 

しょ？ もちろんうそよ.う一ん、 

だめよ一，マジになって考えちや 

それはそうと、おつまみたのん 

でいいかしら？ ね一え一ぇ、こ 

っちにカマンべールチ_ズちよう 

だい！これがおいしいのよで 

も食べるときは;主意してね二の 

チー？:、とてもカタくてカマンべ 

ール、なんてね，笑えよっ！！え 

っ、なんでもないのよこっちの 

ハ*ナ*シCぁ、ぁたしね、酔 

っはらっちやうとヘンなことしゃ 

へるけど、気にしないてねQ 

グビッ、グビッフハー！ な 

んだか酔ってきたみたい肢近の 

世界情勢における日本の内需拡大 

の本馇的勤向は、先進国はもとよ 

U,発展途上国への影鉴に判なっ 

たNTT株上昇の理由のひとつとし 
vrww 
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に原稿も害かなきやいけないし、 

ゲームもフレイしなけりジいけな 

いし、おまけにお1复もすいてるの 

あ一あ、i先^物もたまっちゃって 

困ってるんたよなぁ一しばらく 

家【二帰ってないんたよ一私はブ 

ログラムも組みたいしさ，麻! 

したいのよ一,ビリヤードしたり 

ボウリンクしたり、やりたいこと 

は山盛りだ.なのになせ、私はず 

っと編集部にいるのか■ぃ、あ一、 

ちくしょう！!1なんだか二んな生 

舌が/て力らし < なってきたぜよ 

し、やめてやる！！ だいたい私は 

二んな(略）だってい一んたもんな 

思えばいろいろ(略)たし、それに 

(略）だせ決めた！今日やめる 

ぞnあ、網案長はい、ええ、 

そうですともあなたに一生つい 

ていきますですいや' ほんと 

具合のいい軀旗者 

動販売機Uお金を入れたら、 

ジュースもお金も出てこな 

かったどうすることもできない 

私はその販売機にしく力」と言って 

泣< 泣く帰ってきた。 

(蜜山県五島朝美) 

ろそれは、自觔販売钱に対する 

慈悲の気持ちが欠けていたからで 

はないのでしようかたかが自動 

販売機、などと考ぇずに深い愛情 

をもって彳妾すれば1必ずや心を間 

いてくれるはずです 

先日、カメラマンのfとおヒゲ 

がダンデイーなロントン〗卜林と3 

人で夜の骨1通りを歩いていたと 

きのことです敬けんなカトリッ 

ク教徙である□ントン君は，暗い 

夜道のなかにキラリと輝 < 1点の 

光を見つけました私たちが手に 

取ってみると、なんと大金500円 

玉！優j生的な財政赤字にあえい 

でいる編集者にとって、それは蜣 

力的な金額です気かついたら自 

動販売椴に投入していました身 

も心も寒さにこごえていたロント 

ン君は、迷わすホットコーヒーを 

選ひ；なにげなく返金レバーを回 

□ 
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h 
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反 
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いつも二]二]MSX通信 

反逆の卜IJ□ジ 

(miベす 
%も，じん 

「 しましたするととうてしょう 

返却口から湯水のごとく1。0円玉が 

あふれ出したのです私たちは、 

それがロンドン君の深い信仰心が 

生んたものであるとすくに理解し 

ましたええ、そのとき確かに彼 

の背中にオーラのようなものが見 

えたんです 

□ンドン小林，後(こ誥る 

「なぜそんなことがてきたか、て 

すか？ それ[thbしろい質問て 

すねあえて言うならば、信しる 

心、て■しょうか」 

彼uさらにこう続ける 

「私は今、おもしろい計画を立て 

ています内容ですか？ けしく 

お答えするわけにはいきませんが^ 

簡単に言えは、大学て授業に出す 

に車位を取ろう、といったと二ろ 

でしようかj 

ちiっと難しいような気もしま 

すが、彼の力をもってすれは間遙 

いなく成功するものたと信してお 

りますええ、きっと 

刼に保のある轵蕖者 

3おい体睹手なコト邊くなよ 

なあったかいコーヒー飲みまし 

ょう、と誘ったのはほかならぬ彼 

です500円玉を拾ったのも被てす 

純朴な少年 

ャツシユカードを使うよう 

になってから、口座にはほ 

とんどお金が残らないようになっ 

てしまった 

(秋田県佐#雅敬> 

1私も、そうてすお金なんか 

そんなもん，口座に残りませんよ 

ええ、てもね、車のローンがもう 

すぐ終わるので、ちょっとは楽に 

なるかなあとも思うのですが、* 

た何か贸ってしまうようなMもし 

ますカート、火であふってやろ 

うかしらん* 

そんなことはさておきt私か、 

銀行(こ駐車場代を振り込みに行っ 

たときに逆mした、ちょ.)と心温 

まる出.采寧をご紹介しましょう； 

銀行の振り込_でビフヒッと 

操作をしている私の隣に、買い物 

ガゴをふらさげた、そ一てすね一、 

32か33歲< らいの若-奥棉風の女性 

がいらっしゃいましたおさいふ 

からおもむろにキヤッシュカード 

を出されまして、とうやらとこか 

に、送金される模作であります 

賞い物カコ'の中身は、新鮮な!1f 

荽類、それとテfフシュの箱は 

は一ん1これはやっはり若奥様た 

なあと思いつつ（？）、チラチラと 

注目を横の奥様に向けていると、 

いきなりその奥梅'『'すL、ませ一ん、 

ちょっとすいませ_ん』と、行員さ 

んをお呼びになる行員さんが、 

来ました 

「はい、し、かがなさいましたか？」 

「あの一、二の機械て、おいくら 

まで振り込みできますか？ f 

反逆の卜1」□ジー(3) 

法Hla 

「はぃ、500万円まででごさいま 

すけれども」 

「あ一、そうてTかそれしゃあ 

2回【こ分けなきゃ、いけないんて 

すねえ……」 

場所は莪#道の某銀行私はね、 

買い物ヵゴふらさけた若棚が、 

さりけなく何百万円という金額を 

やりとりしてしまうff山という土 

地柄(二いたく感銘するとともに、 

世の中まちがっとるな、と、思っ 

てしまいましたさあ、今日も一 

所秘命、仕求しよ一っと 

不幸の王梅、田中パンチ 

し、私のおたよりが誌上に 

のったなら、編集部の方々 

はとっても楽をすると思う，う一 

ん、たって長いんだもんおたよ 

りコーナーって編集者の苦労がに 

じみでて&よねtごくろ一さま 

わ一ん、猫の手も借りたいよ 
一cで电隣では猫に原稿かじら 
れて泣t\てるよ一cあ一ん，じ 
ゃ一緒に泣きましょ5かね一。 

と、ほとんど編集部は修羅場 
と化しているのです0あ一、や 
だやだ„こんな編集部rすがお 
便Dでも塞いtXださいねe寒 
さに制えられるよラな企画があ 
つたらおしえてぼしUしつ9 

ほんとこんなあたしのおたよリ 

なんか読んで楽しい？というわ 

けで、編集部の皆さんここまて• 

読んでくれてありがとう寒くな 

ったけれと頭張って楽をしたか 

ったらいつでもあたしのおたより 

をのせてね，だって友逢に自报し 

たいんだもん.:> 

(岩手県下草坪里佳子） 

a.あ一、こりゃ楽た*わ 

いい加減このうえない編集者 

ろいか_ん、こんなことTはい 

か一ん皆さんっ，反省しなぐて 

はいかんそでもね、はがきが戧 

った号を宝物にします、という婿 

しいおイ吏りも屆いていますそ一 

いうのって編集.者冥利につきます 

ね一-つきるんだな、これか 

冥利钃霉者 

ああ、この忙しさはいつまr 
続くのか〇明日までから?あと 

5年くらいかな7 

あて先 
〒107-24雜都舰商胄山H H 

スリ_エフ南青山ビル 

(株}アスキー 

MSXマガジン編msfs 

MSX革ジャンカビ防止係 

また会う一つ日まで一つ 
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Gun# Fish 

クモやチ3ウ4ど、ガンちやんの好 

物を擊ち落とし*atいつはいにしよう 

埼玉県/高原保法 

鉄砲魚の'^ガンちやん"が、水の 

中からウォーターショットをボン 

ホンと吐き出して、空中を飛んて 

いる虫たちを擎ち落とすシユーテ 

イングゲーム月啉日から日曝8 

の一週間、，ガンちやんは〗日4食, 

ひたすら虫を獲るのであった 

幻の 

^3SS^&SiSj； 

• にか《歩き回って.いろんな人か 
らaをW <ことか大水〖な.て < 石 

重県/西敬史 

二幻の街.!は、ファンタジー世界を 

舞台にしたアクシヨンアドベンチ 

ャーゲーム四方を閉さされた秘 

境の地、スコテ■•ベノテに住む少 

年アドニスあるときそこに異変 

が起こったアドニスは魔王モゲ 

才を倒し街を救うため旅に出た 

■すれそれめV. 

卜のいい点、番い 

かを穿.挣めるため 
[:,活発なやりと 
_Jが行なわれた 
どめ表颂も潤剣そ 
のも！?H.:つ！ 

した作品の中から、特に優秀なt> 

のに対して贈られる堀井貢Y木屋 

菌_88年下半期に応弊されたもの 

の中からログイン6本、MSXマカ 

ジン4本の計10本がその葙査対象 

になった，岡寅の藩査委員長をお 

願いした掘丼雄二さん、木星春夫 

さんとともに各ソフトの懷貢なる 

審査を行なった 

雌講評 

る作品はなし齡2作品、選外 

佳作8作品という結果になった 

佳作に選ばれた作品は、それそ 

れオリジナりテイーや独!*寺の面白 

さを持っていたか、あと一歩完成 

度や演出などの点で货を逃した 

ツメが甘かったといえるたろう 

全般的にレベルが上がってきて 

いるので、審齊の評を参考にして、 

さらに次回ゴ乍にチャレンジしてほ 

しいものだ編集部一同楽しみに 

待っている0 

MSXマガジン別年9月号MSX 

^ 木屋善夫 
鉄fiS魚が主人公といラ确眼点かい 

し、ゲーム自体もシンプルで、安心 
して楽しめる〇せっがくだから巳GM 

の莒数奄萌やすなと凝ってほしかっ 
tuあとスト_リ_性を持たせる 

なとの:I夫か必要だと思う。 

〇グイン9/1&号 XIシリーズ 

n堀井雄二 
全体的にいえるのは、演出がろま 

いIといラこと。テンポよく進行 
していさ、ギャグもほどよく効いて 
いてなかなか柴しめる。よ<考えで 
あるケ_ムだUただ、もラ少しシナ 
U7Uこ陈らみがあるといいんだけど。 

MSX▽カジン 
ロクイン共同企画 

g®FTMAai ©®l TiiT 
発表！ ’88¥下半期 

堀井賞•本屋賞 
残念ながら抛井貧•木屋賞は該当作なし 

_ „ _ _ _ ソフトウェアコンテストに入寅 だが、残念ながら両拽に該当す 

gg年下半期に、MSXマガジン、ロクィンのソフト 

ウェアコンテストに寄せられた作品をI堂に集めて 
審査する堀井賞、木屋0.。今回はMSXマガジ 

ンか64本、ログィンから6本の計10作品がその対 

象になつた。どれも負けず劣らずのテキで、長時間 
にわたつての選考となつた。はてさてその結果は? 
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選外佳作講評 
ラドラの伝説 
璲物たちが徘徊する地、ガルヴアランド.そこ(二ふ 

たたび平和を取リ戾すために、ひとりの勇者が旅立っ 

たそんなストーリーで始まるのが、ラドラの伝説， 

RPGが大好きな人なら、ハマってしまう二とマチガイ 

なし！なのた自分のレベルを上げながら、必要な 

アイテムを描えて、敵のガーデイスを倒そう 

干葉換/鈴木一輝MSXマガジン別年1¢月号MSX 

なかなか親切にできていて、遊びやす 

い〇ただ、特に目新しさがないのが残念 

たg虼明のときのダメージのはらつきが巨立つし、 

相手が強い埸合,班けられないことか多し\0は問 

趣たろラ〇市販のもの亡ほとん亡妥わらない出来 

た-けに、ゲームパランスを调览してほしかったら 

ザ•タックス 
大分県/梅野剔MSXマガジン_80年11月号MSX2 

このゲームは、4人のフ_レイヤ_が白黒赤育に分か 

れて、自分の色の石を茁いていきながらその合針を競 

い合うものだ遐終的に石の数が多い者が勝ちとなる,: 

ブレイ中は、縦横斜めのどの方向でも相手の石をはさ 

むと、色が変わって自分の石になる陳害物などで予 

測かつきにくし頭をヒネることマチガイなし！ i-\ 

が鲟快で，面aくて5:く遇べそ 
ULI うなゲームだ。コンピュータ相手の思考 
公ヶ〜ムというのは大変たか、よ<顽张っている 

と思ラ0もラ少し細かいところまでの免紀〇 (メ 
ッtr〜シの构鸩を炳やした0蛊囿の消去など）が 

あれば.もつ亡よくなつたんしゃないかな 

FINAL SHOT 
茨城嗶ログイン別年?月号XItwtc 

擊'-jて犁って卑ちまぐるタイフの3Dシ 
ユーティンクケ〜ムたス匕ート感あふ 
れ-迫カタ7フリの断面か現われる.实 

力を発伸してとんとん道もう！ 

ル—ブ•ザ•ループ 

山〇供/斐田IL □クイン7/15号PC-88QI 

チェの柃のようにからみあ.た水说访 

を、ひと％I1!さの料fiTっないて■取り降 
いていくハスルケーA,シン7ルたけ£ 

とっても奧か:栗く、ハマってしまう！ 

EVOLUTION 一 
神奈川.作田仁□クインs/s号pc-eeoi 

生物の&化をシナリオに取り入れると 

いう、独自性あふれるアクションRPG 

カェルの姿でスタートしてt果たして人 

間に進 < 匕することがてきるのかじ 

堀井寅審査委員長 

堀井雄二さん 
m 
総評 

木屋转審査委員長 

木i善夫さん 
どの作品tレベルが鬲く、sよっと嬲いています。 

楔作忾か屁く，ブレイヤーのこと％;えてあって、た 
いしたものrすねflだんだんとフdの領域に近づきつ 
つあると思い芘 

アマチュアのl_iいところというび)〖上思いさった衍 

険ができる点でしよう。プ□だと尻ごみしcしまラよ 

ラな対料でも、アマチユアは天際にゲームとして完成 

させることができる0 'サ■ 

タックス..などはaその'い 
い机てすねnみんなは、プ 
〇にない視点r頑張ってほ 
しいと©います0 

次はアクシ3ンケームて- 

すごいのがほしいてすねa 

期街しruま 

夂问一弗強く感じたの^ひとつのもの令作品とし 

てまとめる力かつLきたということc背察や夕仆 
ル_翻こも.凝つていSのは、いL舶向だと思います。 
いろんな点で■*こだわQ"を持つてぽしいですねaと< 

'• MSXの作品は簡が禺く，今後に明袴で•き蚤ものが多 
<て衆しみてす。 

これからのJ1逆としては， 
をよ<考戈て、出来ること 
と出来ないことを八ツキ■リ 
と分けることが大屮でしょ 

マシンの特mをつかみ 
きつていない亡いう印象て 

すね.aあとは市販めモノv 

ネじやな<、独自性を大取 
にしてほしいと思います， 

PRESENTIMENT 
适崩！,‘’f合(*二ログィ13号XI 

ある男子校を舞台に.そこて発生した 

殺人本件のナVを追う本格派推3fアドべ 
ンチャーDシンフルなクラフィックか雰 
囲51を緒リ上けている 

暗黒の迷宮 
千til财MS打カジン郁年1?月号MSX 

戍雑な形をした迷官から、出口を民讥 

して脱出するハズルケーム.r古•とし穴や 

ワーフなとtw±掛けかたくさんあって^ 

なかなかを使うヶームなのた 

light light 
東京都.武田a □グイン10/7号F(Vh7シリ'-ス 
コミカルな舢きが楽しいアクションパ 

スルケーム部捉に茁かれたた（さんの 
へットをひつくり返してさ，すべてを 

ひつ < リ返すと1面クリアーとなる. 

愚/%翁廳馨し【龜0 
’MSXマカジン■ソフトウェアコン 

テスKては,毎月読者の背さんから 

のオリジナル，フロクラAを.錄薄:し 

ます寄せられた作品の中て、慢秀 

なものにはクランフリ30万円そし 

て毚2席、第3席にはそれそれ20万 

円と10万円が眼られます 

春応募条件…•--雑誌などに未発表の 
オリジナル作Da0で、（株)アスキーの 

要請によりMSXマガジン誌上に掲載 

および、TAKERUまたはパッケージ 
飯売て‘さるものに限ります..また入 
選柄方は' (株）アスキーと独占的 
使用許諾契約を締結3せていたた-き 

ます〜他.人のフ£3グラムの全部また 
は一部をコビーしたもの、二第役禍 
などはお断わりします.， 

參応募方法……応募作品には、以下 

の窨焯を必ず同封してくた-さい 

•レプログラムを記錄したメディアfフ 
ロツビ—ティスクなど)〇 

2...MSX、MSX2mi 必要 RAM、VRAM 

表示，ロート'方法、実行方法、遊ひ 

方の靴 

3あなたの住所、氏名、年齢' 爾話 
番号(連絡先)，賓金の振り込みa座 

(M行名、支店名、口座#号、名義人の 
住所、氏名）を明記したもの(住所、氏 
名には必ずフリカナをつけてくたさ 
い）なお20嫌^满の方は保薄者の方 
の墦諾を受け、保ほ者の万の住所、 
氏名、電話番号を明記してCださい。 

,〒io7-m東京都港区南宵山日-n-iスu—エフ南灣山ビル 

© U © (株)アスキ—MSXマガジン編集部 

ソフトウェアコンテスト係 
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シヨ—トプログラム*アイランド 胃 

Short Program Island 
今月も面白し〇 ロクラムばかりで、担当者はとつてもウレシイのた。 

雛易度満点のシューテイング 

メテオライト 
■囁石を避け• 3肺の 

レーV —を峨使して，：各 
ステーシの转i安に鴇てホ 
スキ1■今を1拓すのた'* 

MSX+AAM账以上 
by XOR 

横スクロールタイブのシューテ 

ィングならおまかせ，なんて人で 

も、う一んと嗯ってしまいそうな 

のがこのゲーム通常は絮って％ 

って繫ちまくるのが、シューティ 

ングゲームの正しいフレイの灶方 

だけど、メテオライトの基本は敵 

(といっても觸石だけどね）を避け 

る二とにあるのた 

操作万法はいたって単純で、自 

mはスペースキーを押してる間た 
け上にい^はなすど落下する 

スコアは先へ進むほど增えていく 

ぞ,，13のキーて3棟類のレー 

ザーを発射できるのだけど、1の 

レーサーで^^ 2 T54, 3で％ホ 

イントのスコアか减つてしまう 

隕石や阐跑の上下の壁にふつかる 

か、スコアが0になるとゲームオ 

—バーなので、ボスキャラ.:こ出く 

わすまでレーザーは使わないよう 

にしよう敵を避けるのか本つ 

てわけたねポスに有効な武器は 

1と2のレーザーだよ, 

メテオライトLIST 

1121 P— M£TEOftITE hi XOR «##• 
二.0 SCF^.ENl ,^,0^ EYOFF：WUiTH 3Z:[0L0F<m& 
:CL E AR Sm ^HD0®0iDEFlNT A-Z :CLS 
30 しOCATt 7,7 :PR I NT " I1ETEDR1TL SHY XOR-; 

40 LOCATE 14 ,10jFRiNTMWAl T" e 
$0 R-RND ;P£F USft=8^ H114 0 0 : A Li = ^ H D 4 ^0 
60 FOR 1-0 TO 71 READ AJ ;FOf： J-0 TO 1^：P0KE 
^D+-.S/AL ( H1 卜MJt】T t Ai，J*?+l: NEXT 

J , I 
70 Af=M M :FOR l>i? TO 7 : READ iA4?^Af+CHR^ (V 
Aい■，もHT + D瘳J i :NEXTsSPRITE# ^l-A^ 
m rOR I=3S4 TO 727：A=VFEEJ 11)/ (< 3-(1 ¥2ii 
QD4) ) ) tVPOKE 1OR A/2 :raR；Xl 
<?0 FOR J-i0 TO1:FOR 1=0 了0 7:READ Di : VPOKE 

S<H400+1 + J#64 , y AL ( " SiH M +Dt) : MEXT I,J 
100 VFOK E もH2002 ,S(H70 sVPOKE , 8<H60 iVP 

□KE もH2011,hHDの 
110 DATA 2140¢40608CD4A0®0?CD4D0023 H&F 621 
11.0 DATA 41 I8J liZi^DMl7F02CCel90ei21^0D0114tS 
130 DATA iai&17Fe2CD5Ci?0061421 18112CUZV03E 
140 DATA 8BCII4D0VI191 0F8CEi^6P4AFCDDB002E08 
15® EiATA B725022EF83A79048^3279D421 ^01 SCCi 
i6U DPT A 4D00CD5^D4C93A7?D43C2600CE«27CB14 

170 DATA CB27C& 14C6026F1100191 VCD4AOeiFES0 
180 DATA CCK3EFF327AD43333C90000の切 
19© DATA ¢10,813 ,E0 ^FC ^FF ,E-0 TS0 ,0® ,IE , 77 , 
FDtFA,F5,6A,d4,40,01,88,22,44,10,88,22 
200 SC-99 :LE=2 ;R0=1 :WD=9 :WY=8 :wm :RM …7 
21® FOR 1 =1 TO 20 :W去李+11 会,( 

29i:NEXTsB=l 
220 E(if <0j ^■■hhOaOu11 :BS ¢1)孟.，□□□ロロ 0" :BJ ¢2)-" ! 

；i : *cr <3) =“□□口ODCT :B$ (4> = ,111|1〇〇〇1/' 
230 LOCATE 3,0;PRINTUSlNe"SCORE LEFT 

# ROUND ##" ;5C；LE ;RD; : Af^STR ING# < 32 111 ) 
240 LOCATE 0,1sPRINTA*；：LOCATE ^,22:PRINTA 

f ； : NL$=5TRINSf > :R-i? 
25必 FOR 1 =1 TO 29 :Lf-L^+N,-M : ME XT 
260 FGR 1=2 TO 21:LOCATE 0,I:PRINTSTRIN8¢( 
32f"hH J ; ;NEXT : P0KE?tHD47A T0 
770 PUT5FRITE0, a6T79) T Id ,d :F'0KE4iHD479,79 
28fii LOCATE 11,23 iPRINf'S GM ; 
290 IF R>0 THEN LOCATE 12,23:PRINT1' >>>" i 
300 ^ _•_尊_• mm _•_••_ 
310 IF F-l THEN FOR 1=0 T04 :L0CATE2dj,BT +1 : 
PRINTSTRIWB#<6 , l,h , J ； :NEXT 
320 A=USRt©> sIF PEEK<?(HD47A) =255 THEN-640 
33® R-R+t :SC=SC^1 sし0CATE9 ,Ci jF.RINTUSING”### 

#ttu;SC；：IF SC=<0 THEN 640 
340 IF RMO01©Ci=i? AN[i R<6iM THEN LOCATE 11 + 
fi^l0©T23：FRINT">pl : 
350 IF R=650 THEN BY=9:F-5:F=1 
360 IF F-l THEM 56© 
370 DM 2-R0M0D2 GDSUB 440,4 
300 Y=(PEEK <^HD479)+1)¥B 
39の IF L>0 THEM V=2:L™L+1:GQ9UB 5¢®:L=-L# < 
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目ん玉かっぽじって注目だ 

ギヤンフラ 
■コンヒユ_?uイカサ 
マしないけとhンボを回 

す手醉utカイチJ;- 

く見てないとタメたそ 

MSX-RAM1BK 以上 
by LEADER 

よく手品なんかで、4っくらい 

の伏せたカッブのひとつにポール 

を入れて、索早 < クルクルクルと 

移動さあ、どのカツフにボール 

が入っているでしょう？なんて 

当てさせるのがあるよねじ一っ 

と目を凝らして見ていても、カッ 

プを動かす手付きが鮮やかで、£ - 

3回移勤しhだけでギブアップ 

結局はヤマカンで当てることにな 

ってしまうってやつ. 

そんなゲームを、MSXで楽し 

めるようにしたのがギャンブラー 

コンヒュータがかンフ（というよ 

り、こめ場合はツボかな）を回すわ 

けだから、イカサマはなしでも 

ツボを移通!する手付き（？）もスム 

ーズそのものだから、ホールが入 

ったツポを目て追うのも大変た-よ 

手元を過ってボールが転がり出る 

なんてハフニンク-はないから、ち 

ょっと物足りないかな. 

ゲームをはじめたときの持ち金 

は100画面の表示にしたかってか 

け金を入力し、続いて倍串を選択 

する倍率が高くなるほどvッボ 

を移承，-1するスヒードも速くなるの 

で、はじめは低いものを選んだほ 

うか無雖かなて报干金を租 

うなら、泡高スヒート•にも桃戦し 

てみようf倍率選択か終わるとボ 

—ルのあるツホか表示され、スへ 

ースキーを押すと移觔開始コツ 

としては1つのツホの動きにこだ 

わるのではなし4つ全部の動き 

を把握することか大切た 

'ラーし1ST 
SCREEN 1,2,0:KEYOFF:^IDTH32:COLOR15,1,| : 

DEFINTA^Z；VPOKEBASE<6)+16,^H51:M=100 
2tZl FORI=0TO3l ：READB$ : AI：-A$+CHRit < VAL《■■も H”+p 

J : NEXT :SPRITES (0) -At : FOR I =1 0£j4TO1 07 i : REA 
LiSJ : WOKEBASE (7) +1 ,VAL f : NEXT ：GPSUB 
130:H$fCi)=- 

30 FORI^0TQ3：S(1)^1 :READX(I) f r U) :MEXT 
40 CLS:GOSU&130:FORI=0703iF UTSFRIIE I t ^I 件32 
+6B，〒.8>，7,必：NEXT : LOCATE ! 5 T 22 :PF?3 NT11 YOUR MO 
MEYn ;M 

50 PLAYMT255V1205CrtE M :L0CATE9,12 ; [NPUT'11 K ^ 
かけ来甘JT :M1:IFM1<10RM1>MTHEN50ELSEM=M^m' 

60 CLS :(3OSUBi30 ;F'LAY "T25^V 120^CEiE: LOCATE I 
^^^PRINin ：1.4 2:1,3 3:2.2 4:2^ 5:3』,，：L 
□GATE5，14 s INPUT1すいりつけどtlCし:f寸か” :5 

IFS ：'1DRS >5THEIMA0ELSES=5-S :CLS :GOSU&130 : 
LOCATE?，11:PRINT__ i 2 3 4M :VFOKE820S 
161：X=RNO(-TIME)*3:FUTSPRITEX,(X*32+67t4S) 
:VP0KEi44i + X^^，133:FDRI こ GiTDi :I=-ST^IG<0) :N 

EXT :F UTSFRITEX T(X*32+i7,^8i ;VP0KE6441+ K*4, 
32 i FOR I-1705¢* 

80 R=ftMP(1)+3 :F0R.J=eiTG3;F'UTSPRITES (R) , fR#3 
2+X(J)+67,Y(J)+58) :PUTSPRITES^R+I)T £ (R+l)* 
32-X (J) +67，-Y <J) +^Q) :F0RK-©T0S-M3+i^ iNEXT : 
NEXT ：X = X+ fX-l=R) -(>!=R) : SWAPS fR) ,B(R+1):NEX 
T :Hi； (i ) = H—\) W*ず' -f| J ! 11 

?0 LOCATES,16 JPRINT'^^v ど 711 :H=VAL( 
INKEYS) ;IFH-0ORH>4THEN90ELSEP=- fHOX + i ) 
100 PL A Y11 V15T25SD4L SG AGAEG^C11 T11VI3T2?G103L 
BFEFEFOC":PUTSpRITES<Xi , <X*32+67 ,48〉：WOKE 
6441+X*4,133 iLOCATES ,ISiPRINTHf (P) :FDRI=(?T 
05000；NEXT 

110 IFF'=0THEHM=M+INT (Mi-fr (15-S^2> /5) :GOT04C1 
ELSETXFH= •:::0THEN 12C1ELSE4G1 
12必 CLS :G0SUEa 30 :L0CATE6,12 : PR I NT "S" l，mfT l 
t 統ど•ラ T‘〆，:PL A Y " V12T100O6CFEDDEC: END 
130 LOCATE10t4;PRINT"THE GAMBLER":RETURN 
i40 DATA00,¢0,03，07,0B,1C,IF,3F 
15¢ DATA3F，3F,7F,7F，FF,7F，1F,03 
l^i? DAT AM,C0 ,ECi ,Di2i,38 ,F8 ,FC 
170 DATAFCtFC,FE,FE /FTFE,FS，C0 
1B0 DATA3C,7A»FD,FF,FF,FF,7E,3C 
190DATA?,-5,16,-7,27,-5,32,0 

し<4>:S0T0 31¢ 
400 rNKE¥f:V=VAL < ) ：IF V=0 QR V>3 THEN 
31¢ 

410 ON V G0SUB 500,520,530 
42の SC'SC-((V+l)rt2)*6iBOTO 310 
430 J ______ SUB 
440 IF RND(1)>RN1 AND R<600 THEN FOR I=i T 
0 M :LDCATE3i ,RMD M ) *20+2 ：PR I NT"#1';;NEXT 
450 RETURN 
4も® IF RNDU) >,? THEN WH=1™WH 
4761 IF R>&_ THEN R£TURM 
480 WY=WY-( (WH=0)*(WY >2)-(WH=\)* fWY <¢22-WO 
))>:LOCATE 31,2rPRINTW本；：し0CATE 31,WY 
4?® FOR l-l TO WD;PRINTM,1" ;CHRf (31) ;CHRJ ¢2 
9〕 ；:NEXT:RETURN 
5m LOCATE 3,Y :PRINT Lt i 
51® LOCATE 3,Y:F'RINT Nしれ：AY = Y : RETURN 
S2® L=1jGOTO 500 
53(? B=y :FDR T=B-2 TO B+2 
540 IF Y>1 AMD Y<22 THEN GOSUB 5130 
550 NEXTrRETURIM 

IF VO0 AND AY=BY+2 AND V<>3 THEN P=P- 
1:,5™P1n=,fh<l 
37¢( BY=BY- E (H-0^ + (BY >3) - fH=l)# (BV<175 ) 

580 FOR T04 :L0CATE26 ,BY+I :PRINTB；t( I > ; 
590 NEXT:IF RND⑴>,8 THEN H=卜H 
600 IF P=0 THEN 740 
■M0 IF RNDf 1) >.6TNEN LOCATE 25,2 ; PRINTWS ^ 
62¢ GOTO 380 
^30 J CLASH ______ 
占40 BEEF:L-0^LE=LE-1:LOCATE 2@,® 
650 IF SCく0 THEN SC=?9 
6¢*¢ IF R>299 THEN R=300 ELSE R=0 
670 6¢ <2) = " ： ! ! ! 9〇4' : IF LE=-1 THEM 690 
6⑽ PRIWTUSlNtB-'#11 ;LE； ；60T0 260 
69© LOCATE 12,7 iPRIIMT"GAHE 0VERK,; 
700 LOCATE 11,9:PRINT，kHIT RET KEY"; 
71¢! A#=IMKE丫f：: IF A^OCHRf (13) THEN 710 
72の CLS:CLEAR 50®：DEFINTA^Z;GOTO 2㈣ 
730 «M#M CLEAR ______ 
740 FOR 1=2 T02I :LOCATE3J :PRIHTML^ ; :NEXT 
75¢ SC=SC+4i^® ：RD=RQ+1:F=0 :LOCATE 3 n £i 
フ6の F'RINTUSING,fSC0RE ##### LEFT W ROUND ## 
"；SC :LE ;RO : :M; <RO<9) +2 :R=0 :B掌 <2> =■，；：！ i 
77¢! RN 1 ^RN f + CF：0M0D2^1 > / 4 ;W0=W04■ (ROnOD2»©) 
7帥 G- fR0<4> +2 : IF R…<0 THHW RN 1 -¢1 
7V0 IF WO-3 THEN HD^4 
B0^ GOTO 2S0 
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果物が好きな人、寄つといで 
フルーツドリーム 

|ESSfiS£SSBS：BBSSS：SaHKSS 

[FM 

回_ 

! SHD\- I ___»»ii#i#i••• 
20 COLOR 15,®^：DEFINTA-Z :SCREENS ^01リDP (1)^ 
VDP (1>X0F：64 
30 COLORS '：1,fe ,2 :CQLOR=(10> : COL OR™ 
(11,7,4,2) jC0L0R=n414,414J 
40 MAKE SCREEN 

SLTPA^El,1;CLS :FORY=0TO7 : X=0 ;READA , :F 
DRB^lTOASTER2:FaRC='l2iT01:Z f CJ=VAL (I Df 
<A京 _Et+C ,1M :NEXT 
60 FORLi^lT02 (1):FSEK X , Y) ,Z ⑻:X=X+1:NEXTD 
,B ,Y :SETPAGE0 ,0 :COPY (0,0) - ¢7,7> ,110¢(? ^ 
70 F0RZ=3TO7tU-2^2 ;FORY-0TOWSTEPWsFORX=^TO 
WSTEFW:COPY(©,0}-(W-l *W-” .0TO < X ,V) ,0 :NEXT 
X Y Z 
SO F DR A=^H7A 28T0 ^H7 A 2F:VROKEA T0:NEXT:SPRIT 

: PUTSPRITE0, ¢49 ,6^?) ,15,® 
?0 LINE (¢1,0)-<255,211),If. ,B jLINE (6.6) - (249 
t2!?5),15 ,B :PA I NT (1,1)^ 14 ,IS :LINE (20,40) - 

_>，15,B 
10Ci LINE (12,143) - C2^4,151 > ,0 TBF ;L3NE <11,14 
2H245,152),15,B 

# j j> -». a a a a a Ajfcjjkjfc-dBkA. T T XI C AJhMbJkAAAJhAAAdUk 
11 h? I i * L-El 

120 CiRAWF,BM93,35Cl5R22D7L14D5Ri0D7L10D9L9U 
2B” : A#=,,R22F3014G3L5FSLSHSU2DSL7U28BF7R1 ID 
7L11U7" :DRAM"Bli 119,35XA# ;l, :DRAW "BM140,35R7 
P21R10U21R7D25S3L1 eH3U25，、 
130 DRAWuBm7i,35R7D2BL7U2B" ; DRAW" Bn 187 ,35 
R23117LSD21L7U21L8U7 " :FORX-9410210STEP2S :PA 
INT<X ,36),10,15；NEXT 
140 DRAW,,Bm(?(&17AC15R2iF4D20G4L2lU2BBF7Ri0 
F1E12G1L1CLH4" :DRAW11 EM 129 ^76XA$ ； M :ErRAW'BMi 
5S,7iR22D7L14D4Rl0DiLi0D4R14D7U22U28" 
150 DRAW" BM187,7(bRl 7F3D25L7USL9DSL7U25E3BF 
4BD3R9D7し9U7N :DRAWllBM2l2 ■ 7&R7F6E6R7D231_7«Jl 
BG6H6E18L7U2『 
1も0 FORX =10110230BTEP29:PAINT(X,77) ,10,15: 
NEXT ;POK^HC©00,® 
170 ' •""""•奪 flAKE STAGE 
180 OREM"GRP:"AS#1 
190 DEFINTA-Z :IFRClANDL=0THENDIMhH25)> ,N(25 
) 
2m LINEU2,161)-(244,177) ,0 ,BF :FORX ^ 11TD2 
40STEF9:LINE(X,160)-tX+9,178) T15TB 
210 NEXTiLINE (12,16?) - (245,169),15 sPLAY lkVl 
5L64-sBETPABElfi:LINE,B)-(255t21t),0，BF 
220 FORA-0TO12©:INT(RND 11>*254) :V = IMT(RN 
DU )#2ei0) + l&：C-INT<RND(n*4)+3+1 iPSET CX ,Y) 
,C:NEXT;IFPEEK(^HC®00>=1THENT=RNDt-TI ME) 

二のゲームは、.自分めキヤラク 

ターをI築イ乍して.画面の下に並ん 

ているフルーツの順#どおりに、 

|；ンゴやブドウを取っていくとい 

うもの画面をよ一く見るとナス 

ビみたいのもあるけど、とりあえ 

す付いたタイトルがフルーツトリ 

—A果物か大好き！なんて人 

にはうってつけのケームたね 

フ□グラムを実行すると、しは 

らくレてから画面が表示される 

スベースキーを押すとスタートた' 

画固左上のウイントーの、中央に 

あるSい点が自分のキヤラクター 

で、スへースキーを押すことに45 

度ずっ進む方向か右回りに変化す 

るまた、画面の端にいくと、堅 

に当たってはね返ってくるそ 

フルーツをmる順番を間違えて 

しまったら、灰色の菱瑕のアイテ 

ムを取る二とてべひとつ戾すこと 

かてきるケー厶はタイム制なの 

て、もたtたしてると時間切れで 

ゲームオーハ*一になっちやうよ 

面は全部で10ひとつクリアー 

して次に進む， には、 上向き力~ソ 

ルを押そうジョイステイックに 

も対応しているぞ 

230 L.rN£(0,BJ-(2^,2il> ，3B)-(2 
48,201 > .IS^iPAINTO ,9)儿15 
240 FCIRA^ 1T06 ;N=1NT (RND C 1)*10) +R+9 : F0RB=^T 
ONsX-INT tRHDU )*2^0 +5 : Y = 1NT (RND (1)*18) +6:C 
□prtA^8+7,7) tlT0(X*B,Y*8> T1 
250 NEXTB , A :LINE “2®，8BH 135，i03> ,0 ,BF :SE 
TPAGE®,0 
260 X=12：U=7+R*2:FORA=0TOU：T=INT(RND<n*5> 
+ 1:N(A)-T;C0FV(T*8 T0)-<T*S+7,7),1T0(X , ifel> 
,0 ：X-X+9:NEXT 
270 I=82+R#18:LINEU2,1^3)-(!,151),13,BF： J 
=0:K=0:R=R+1:X=1^0；V=7®sCOPT<XtY>-(X+5S,Y+ 
58),1TGM21,41),0 
2B0 - START 1 "攀"》_____•_ 

DhtlhlTERVAし=97—R»7G0S(JB5313 s VDP < Jl ) ^VCP (1 
> X0R64 :FORA=0TO1;A=—STRIG ¢0) -STRIG (1 > :N£5¢ X 
;INTERVALON：S=l 
301? ^ MAIN 

IFSTRIG(0)ORSTRIG(1)THENS=S+1:IFS>9THE 
f^|G «： | 

321? IFX<2QRX>21BTHE：NX = )( :S=1 (J-S ： IPX <2THENX= 
2ELSEIFX>21STHENX=218 
330 IFY<10QRY >170THENY = Y iS-bS- (S=6GRS=B> 舞 
8: IFY<lCiTHEhlY = 10ELSEIFf>l70THENY = 170 
340 X-X+(<S=6)+(S=7>+(S=S)-(S=2?-tS=3)-<S- 
4) )*2:Y-Y+( <S^1)+(S-2> + (S^S>-<S=4> 一 fS=5S-( 
S=6J)*2sGOSUB500 
35© F0RF=1T02：Ff(F> =HEXt<VPEEK(&HSE0E+12S* 
F+X/2+128*川:NEXT 
3^10 FDRF=1T02: FDRG=l TD2:0NVAL( “SくHT +riID$ (Ft 
(F)tG,1))00509430,390,370,430,420,380,430, 
38(?,380,43Gi? 400,390,410,440 t430:NEXTB,F :GO 
1031¢ 
370 ,—mm TAKE Sf CLEAR & GAME OVER MM 
38¢ H=1;G0TD46Ci 
390 H=2：GOTO4A0 
400 H=3:G0T046@ 
41¢! H=4 ;OOTD4i0 
420 H^5:GOTO4^0 
43© RETURN 
440 IFJ=25ANDK-®THEN^=1ELSEJ=J+ ( J>©> zK-H\ 
450 GOSUB490:LINE<J长9+12,170)~<J*9+19,177) 
^^F^LAY- OSGE" seDTQ3i0 
46¢ GOSUB4 90：K=0:COPY(H*B t0)-(H*B+7,7) ,1T0 
(J*9+12,170) T0：H(J)=H:IFH^N(J)THENPLAY"05C 
E^ELSEPLAYUOIDC" 
470 FORA=0TDU ： I FH ( A ) =N < A) THENNEXT 5 IFR<ii3TH 
ENGOSUB500sINTERV^LOFF:PSET(bS,120),5:PRIN 
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Sm Program Island 
エービーシーは知ってても〜 

. -*k -，p> . -*mm ~i■«--•. > 'A., - mm^ 

タイニー15バズル 
«TINV 15 PU2ZしE>> 

■え一と，アレを右にIt 
かしてVレか下！二さてt 

=嘯I 

そ一するとコレか左にい 
<から……あハ9 / t: 

_ei国 HHH MSX*RAM1BK 以上 
n|A K 0 by鈴木辋祺 

二れは、誰bか一度はやったこ 

とがあるんしゃないかなvという 

15ハズルのゲ，ム外が寒くなっ 

て家の中にいることが多くなるこ 

れからの季節に、ハズルケームに 

閱志(？〉を燃やす、な■んてのも 

タマにはいいよねマシンとモニ 

ターをコタツの上にセツトアシフ 

して、準備万雛つたら取り掛か 

ろうはしめのうちはスイスイと 

並べられるけど、最後の•ツメが難 

しいから頑張ってね 
それではゲームの進行を柄単[こ 

説明しようますフロクラムを実 

行すると、画面に4X4マスのゲ 

ーム盤が表示されるそしてその 

中にU A 0までの合計15文字の 

アルフアベットが、ハラバラに並 

ベられているというわけこれを 

左上から右方向にABC，"…と_ 

ど■おりに並べ換えられれは、ゲー 

ムクリアーだ 

操イ乍は力ーソルキーで丨&個の 

マスの中で、一わ所た■けスへース 

になっている部分の隣の文字を、 

空白(二向かって上下左おの力ーソ 

ルで移動する並べ換えが完成す 

ると音楽が流れ、もう一度フレイ 

するか間いてくるそ 

二一15パスルLIST 
10 SCREEN WIDTH 4d :COLOR 1=i,4,7 sCLS :KEY 0 
FFtDIhl (5,5) ：C=65 
2i? L.^DATE-10,31PRINT u...パ'TINY PUZZLE 7>,1 
30 FOR A=1 TO 4 sFDR B-l TG 4:FJfB,A)=CHR^( 
C) :C=C + 1:NEXT efA 
40 P本（4,4)=け _卜:IX"4 :IY-4 
50 FOR D=1 TO 7 

6^ X 1-INT (kND (-TItnE) *441 > :Y1 = LNT CRND <-TIME 
> *4-1-1 > sKl^-Pf «X1,Y n 
70 IF K：1 S~,p GO TO 60 

X2=1NT (RNDf- TIME) W'4 + l J : Y 2-11MT <F^ND (-TIME 
)+^f + i) : K2iT"P^ < X2 , Y2) 
9¢ JF “ GOTO 8¢ 

1⑽ Pt- < X 1,Y1)-K2^;F-：r (X2Tr2i 
t1¢ NEXT D 
120 LOCATED,7 
130 PRINT*， 「]—r—,―i" 
1叫 FDR E"1 TG 4 :PRINT,J : 
151? FOR F=i ■ TG 4 
160 PRINT1' | ;P本 <F,E> ; 
170 NEXT F 
18(? PRINT，1 丨” 
190 IF E<>4 THEN PRIMT>( 
HT ELSE PRIM!" 
2m NEXT E 
21i? :FOR Q-l下O 4:FOR 

:NEXT H,G 
22切 IF CHi^'-ABCDEFGHlJKLHNG THEN PL^Y 
e+q^bab11 ：eOTO 27C1 
230 r#-IN^GY-t :IF 1$-" SOTCJ 23& 

t=ABC <1 :SX^=IX+ ( I=2B>- f 1^29) :S'! Y- i X 

卜 

H-l TD 4sCH^=C 

'cd 

-305 + U=3n 
If F'^tsx TSY)^l,n I HEN 23¢! 

26^ p-t ay, m-斗.$ fsx *sv > ：ps tsx 
X : IY=SY :GOTO120 
270 LOCATE ll?4ia：PRINT"TRY AGAIN ? (y/n) *' 

AG^INKET#! IF AGS^^y" DR "Y11 THEN 

IX=S 

280 
RUM 

290 
¢1 

:聊 
3\id 

TM 
340 

IF THE'N END ELSE 28 

FftTM#**并*普卜簧普*##唞詧*斗年（•♦♦普>i.哥爹爷关♦★簧 

FfEM* TINY 15 PUZZLE * 
REM菁 193フ / 9 ^ 13 # 
REM#- Ify Ma^ritfSk i Suzuki * 
Rhhl*> m«-k長***#*##.##*.»箐普*：m箐箐* 

T#1 /_ ROUND1-;R; "CLEAR f H :GOSUB510 ：6OTO170EL 
SE580 
4SCI ( J<25)+i :GOTO310 
490 COPY <90,®)-<V7t7> ,1 TOUNT((X+B+27)/B)* 
B, INT ( f Y+F+2S) /8) *8),1 iF$ (1)=u p, jF® (2) ™" M :R 
ETURN 

500 COPY fX,Y)-(X+50,Y+5a) ,110(21,41)，の：RET 
URN 

5id FORA=0TO1:A~STICK(0>ORSTrC(<M > :NEXT 
520 VDP(1)=VDP(l>X0R64:FORX=56TO200STEF0：C 
DPY (®,0H7,7>，1TO(X»120) ,0 :NEXT : RETURN 
530 I-I-l sIFl™l2THENPLAr,06C2° :0010550, 
540 IFK27THENPLAY 
55© LINEU + 1 f 143)~U + 1，151> T 0 31 FI -12THENIN 
TERVAしOFF:J=®=PSET<83,120>,5:PRINT#1fM GAM 
E OVER p, :6DSUB510sRUNt80 
56® RETURN 
57¢ J ENDING 
580 INTEFJVAしOFF : SDSUB5O0 :FORA-0TQ40 :FORB^ l 
5TO0STEP-i:COLOR,,B sNEXTsNEXTsPSET¢64,120> 
,5:PRINTttし.，CONGRATULATION ■卜 

590 FORA-@TO7000;NEXT:PSET(,120) ,5 :PRINT 
#1バ，CONTINUE(Y/N>? M 
6m A$-INKEr$ : I FA#=K, Y f,ORAS =l< y1THENGOSUB52131 
SPOKEみHC(S00,1::GOTO190ELSEIFAS=,,N,,ORA^- 
^n'^HENENDELSE^ia 
61® ^ CHR DATA 
^20 DATA 26,7151417403B205240CD20751 
63d DATA 34,71!5141517404810622Cv4Bt©2D40^51 
mEi 
64必[iATA 50 ^72?141527201949202243201B342B3 
01D2F1D1 0553136E IF 1E；1 

656 DATA 54,72^J43^26i85Fl9lCl25Fl31B6Fiei 
020201D2035305E101E1P1E1 
6feiZi DATA 5S.524351426185F191 Cl25F131B6F1B1 
0tD2(31D401^03ElFlEl©lElFiEl 

67边 DATA 48,425241536286C22i&^F1B2D6F1D101 
53F15i04EieilElOaEl 

630 DATA 52,53415173CU占2S402C22402&601D2F1 
Dl0iD2®253Fl5l05EiFlEi 
t90 riATA 34,7251今1517302 
07E1 

--- 



410 FORI-0104 ；A=C (I) : VPOKE6144+A ,208 ;NE.XT : 
X = X2 ：Y = Y2 
42© FOR I =01021 ^VF'OKEfe309+1 t184 : VF0KE6661 + I 
tiS4iNEXT 
430 FORI=0TOU : VFD^ £6309 +1 *32,1B4 tVPOI E633 
(ZI+I*32t 1^4: NEXT 
440 FGRI=C1T023 :VF'0KEfe27A+I ,1^2 :VR0KE6692+I 
t192:M£XT 
4^0 F0RI=CITD13：VPOKEi276+1 *32,192?VR0KE629 
9+1*32,192:NEXT 
4661 l.OCATE 12,1? : PR I NT M TI ME 10^0" : LOCATE 11, 
21:PRINTl,SCORE* 1- sSC 
47Ct LOCATES ,1 s PRINT甘た#:-へ*--/へ0“ 
480 RETURN 
49^ FORI =0TO4 :R£Atifi^ 
■5.01? F ORJ-0TQ7; ypOKE1472+J+I ,VAL( +MX 
Cli tfts v.l*2+l,2> ) 
510 NEXTJ,r 

320 VP0KE821^,^H1F:VP0KE821i,^H8F:VP0KES21 
7 ,^.HF4 
530 VF.DKE3218,&HA4 : VP0KE821? , S<HA4 
54^ sf'RiTEJ teo = "w^rrfoaD"n 
550 FClRI = 384T0727:A=VPEEf::U > : VFtDド E1,AORA/2 
:NEXT 

560 RETURN 
570 DATPiTiFAF^FAF0A^0A(Zi5,1ZiF87C3EiF^7B3ClE, 
427E427E427E427E 
S8(P DATAIZ10HZI10FE387C4482 ,3C7FFFFDFBD5AA3C 

000^1?95000,2 
0000BW l ^ , CG*00080000 
600 DA003003 ^2030855?^ ,0201 l2iBC0S0,0 
201554080 ,C000eiCi4[：B3 
61¢ DATA263,205 T2S£,496,49?,23T15 

DATAlZVC0CDZCD(ZiC ,000000G1G100,040411?C14i?4 ,S 
1514404lid,85D44M1D2 
63¢ DATAS4483F0^42,3444004112 n84d44041IE T8 
444150456TC000C0C002 
641? DATA298 ^303 ,310,426,406 ,23 T15 
650 DATA0000000¢100,01?の¢00¢3¢¢! , SD3003030¢) , 8 

660 DWTAB503543054 ,0000308064 ,81^0^8^54 ,8 
0C000必3013 , Fi?(?(?!?F^MF 
670 DATA373,379,27^f31i,281,25,14 
ら80 DATACT00¢¢0¢!000 ,^005^014^10 f0今20007401?, 0 
iM 0557455,81?! CFF7440 
690 EiATA8@17FFCi400,B01F7EF4Ctl ,8iSl F7EF4M ,iZ) 
01F7EF400 ,0CiiZi3FFD000 
im DATA 198,263,344,437,439,23,15 

10 St^ LENl ,0ti?：ris| OP JS,4,7:KEYQFf- :W1DTH32 
W KIMMf < 10)，じい-.■ 
J\d DFF l NT A Z : RDbU^4'-^ :'_4. 

^ M -■11? : T-1PW ::Cし=l? 
6。II _ EYWG，THtN綱 
70 JCI OZ^ ;X1= (5=7) -(S---3) : Yl=^ 
80 A=^H1800+X + X i+Y>：^2 
90 IFVfEELt i A-XI+32) 32AMnSTR I B () =-J THENY 
1=-1 
i 013 IFVPEEI < = 2i?G1«NLi^=1THENY 1--1 
U0 TFVF'EEh (A+32>=2eiiZiAMnS=!51HEN¥l = l 
i：'：0 IFVF'EE卜 tA* Y t *3?) -184THENX 1=0 : Y 
130 B=VF.EE，(?^H1B00+ X + X1 + V ^32+32) ：IFB :：0I3A 
NDB'-. ■1S4AN0Y1二01 HENYl^l 
140 X=X + X1! Y = Y + YI 
150 PUTSPftlTEiZ), ( 
L60 A=みH lS0^+-X + Y*32：B-VptEk<A> 
170 lfB-21 ^THENVPOKEA T32 : VPQ^ E021 ^ , ?^H IF sVP 
0KE8217,^HF4:T1ゴ T1+8 
180 IFE)=2iZiSTHENVF-DKEA13：' iCL-f：l +1 
170 T1=T 1-1;IFT1 ^：(?THENT 1=¢1:\fPO\- ES21 i 
VPDKE92i7fSfH44 
201? T=T-i : IFT-0 TH£N3lZi0 
210 L0CATE17,19:PRIN1T 
220 3FCL=5THEN^40 
230 □0T061S 
24\i\ VP0KES215,?^H1F : VF'OK EB217 , ^HF4 
250 LOCATE 14 , IlZi :F-RINTMNICE 1 !l 
260 SC=SC+T:LDCATE17,21iPRIMTSC 
270 R™R+1;IFR=5THEN290 
280 FOftI-010999 :NEXT :GOT0413 
291?し□CATE9,ieiF'RlMT”CDhJGftATUしAT1DNSU :SOTO 
290 
3_ VP0KEB215,^H1F : VP0KE8217 , S.HF4 

r 310 HA=MA-1:lFMA=^rHEN35i3 
32¢! LOCATE II7 W zF-RlNT 1 し.■>l：TUl_, 
33t?i FORI=0TG99? :;NEXT 
34¢ GD5UB37C*:GOTG50 
35¢ LOCATE 1¢ ,10 ! PRI MT 11 Tz' Wza 心'-_■■ :GOTO35 
0 

360 FDRf=^T09:READMf(I):NEXTiFORI-^TO^:RPA 
DC(I);WEXT:READX2,V2 
370 FDRJ=6T015:fJ-6J :FOR 1=11020 
38(? ( A 生:，I ,1 \ ；A=VAL i 
3Vi? Bf=T1irif V' 7 ， U?ククリ7” 
W" ^*2fl t2) 
400 L0CATEI*2+4 , J sPRlNTBif ?NEXTI , J 

スターを取って迷路を脱出 

ファイブスタ■ペンべ 
■ 7フ：.. > 'スト，ンて 

ハ，ゴの位：»?や床のよう 

すを釋秘して.スター集 
めに麯を出？ <niz. 

MSX-RAM32K6U: 
by _骷值幸 

このコーナーに何度か登場した、 

ベンべシリーズの#新作今回は 

迷路脱出型の、アクション要素を 

持ったパズルゲーAだc 

7 0グラムを実行すると、ゲー 

Aの画面が表示されるしばら< 

するとハシゴや床のありかが消え 

てしまうから、全体のようすをよ 

—<張に叩き込んでおこうね面 

をクリアーするための条件U、M 

面中に散らばった5つの星（ファ 

イプスター）を集めること時間制 

限があるので、素早くフレイしよ 

うねまた、フラッシュストーン 

と呼ばれる黄色い石を取ると，一 

定時間ハシゴなどが表示されるか 

ら、上手に利用しよう 

ヘンへの移劾は力ーソルキーの 

上下左右そしてスへースキーで 

ジャンフする埸所によってはシ 

ャンプしてハシゴに跳ひつかない 

と上に昇れなかったり、フラッシ 

aストーンやスターの上でジャン 

ブしないと、クリアーできない二 

ともあるけっこうタイミングが 

難しいから、練習しようねとう 

しても進めなくなってしまったら. 

Gのキーでキブアッフた 

ファイブスタ—ペンへLIST 

192ンヨート 'プaクラム*アイラノト 



赤とflの対比がキレイだね 

REVERSE 
翻を： 3ヒコ我を立てなが 
らタイル妒裹赛っていし 
両面の配色か絶紗なのT、 
見ていても:1しいね. 

MSX-RAM16K 以上 
by HASCOT 

8x8マスで攝i成さnるヶ，ム 

画面全体を、白の；？ィルで統一す 

ると一面クリアーのゲーム綠色 

のアイコンを力ーソルキーて移動 

して、目指す場所でスへースキー 

を押すと、そ：:から上下左右の列 

にある〗5枚のタイルウ'\白から赤 

へ赤から白へと装返るそ•あ¬ 

でもない、 こ一でもないとタイル 

をひっ < り返して、無車に全体が 

白くなったらクリ了一ti 

画の？ータは全部て10個先に 

進むにつれて難しくなっていくか 

ら、心してかかってね 

とりあえす1面は®ijiなハスた 

けと，2面てウッとなって3固て 

ゥ勹、そして4固て頑をかかえて 

しまうかなて'す」、ひとつの面を 

クリアーするときに出てきたのと， 

同しようなハターンが出現するこ 

ともあるから、コツさえつかんて 

しまえば意外と楽にクリァーてき 

るかもしれないさあ、頌张って 

フレイしてみようか！ 

miiiwimiimmiiiiimiiim 

ショートプログラム投槁募集のお知らせ 
Mマカでは、シヨート.フDク 

ラムを常B寺惡サしてい莲す。ケー 
ムができたら、 ティスクやテ_ブ 
Iこプ□クラムをセーブして.._穿 

部宛！:に送ってください。あ勻た 

の住所.氏名，年齢、電話番号も 
お忘れな<。料用された方には、 

W.t規定の原ぬHをお支払いいた 

し承芎0なお，他人のプ□グラム 
苍コビーレたものteの雜汰と 
の二M投搞はお脫ゎ〇いたしEす,:, 

T 107^4東京都1区廉两UJS-I卜t 

スリーエフ南两山ビル 

_スキー 

msxマカシンあfr卽 
シヨート*プ□クラム深 

Short Program Island 

REVERSE LIST 
10 COLOR 15 T4 T4 :SCREEN2,2 :OPEN IHGRF :f* AS# 1 
20 jFDR 1=0 TO 31:R£Ari Tf 
3& 5$=St+CHRi' C VAL ( " ?^H" +Tt > ) : NEXT 
40 SPRI -8¢ ； REST ORE 460 :RD=1 
50 m—m ready 
60 F'BF T U 0¢ , ! 7l? I , 4 j PR I NT #1 »US ING ,y ROUND 射#，J 
；RO 

フの LIME 172,28)9,1516>, l ,EiF 
S0 LINE ^64 t20)-(191,143),15,9F 
9^ FOFf &X=64 TO 192 STEP 16 
100 LINE 2。卜 <BX，1衝，i :MOT 
11¢ FOR jo148 ST£P 16 
120 LINE (64 TBY) -H92,BY),1:NEXT 
130 FDR 1-1 TO B: READ Ait 
14の A*=EHN^<VAL< ) 
150 &$=STRlN6f (S-LEN (A#> , "0IP) +A$ 
160 F DR J=1 TO S:Cf=MID本(T J,H 

170 IF Ct=Mlpl THEN LINE (J* 16+49 , I*16+f^)-BT 
EF <14,14) t8,BF 
180 IMEXT:NEXT :READ T:X=0：V=ei 
190 ##M# MAIN 
2m S=STICK<CO 
210 X = X+ ¢3=? AND X >&)-(S-3 AND X<7> 
22¢ Y=Y+(S=l AND Y>©)-<S-5 AND Y<7) 
230 PUTSPRI 丁 E 0, ( X*l6+7CltY*16+26) ,3,0 
240 PUTSPRI IE X T (X*16+7(?,Y*16+29),1,0 
250 IF STRIQ(®) THEN 270 ELSE 2©0 
260 GOTO 200 
27の J••»#• HANTE3 

280 U^X#16+65:V=Y*16+2l 
290 IF POINT <U TV)THEN LINE £U,V>-STEP( 
,14),15 ,PF :T-T-1 ELSE UNE (U ,V>-STEP C14,14 
K S ? BF:了二T+l 
3CM3 FOR W^21 TO133 STEP li:JF POINT (U,VV 
)=8 THEN しINE<U，VV卜STEPU4，14),15,BF:BEEP 
：T^T-1:NEXT ELSE LINE (U f W>-STEP (14,14) ,8, 
bf：beep：t=t+i:next 

310 FOR UU=65 TO177 STEP 16:IF PQINT<UU,V 
>=8 THEN LINE(UU,V>-STEP(14,14) Ti5,BF:BEEP 
!T=T一tsNEXT ELSE LINE < UU,V )-STEP(14.14),8, 
BF:BEEP:T^T+1:NEXT 
320 IF T=® THEN CLS sGOTO 34® ELSE 20© 
330 f CLEAR "••尊 
340 PSET(90Ti0> ,5;PRINT#1 /"NICE CLEAR: 
35© PSET <92,15¢) ,5:PRINT#1,"PUSH SPACE" 

360 PLAYlpTll5eiV13LBD5C4DC04B"ABF2*,< 
370 IF R0=l(3 THEN P5ET(70,Sia) ,5：PRINT#1,M 
□NGRATULATIOMS- f, 
38¢ IF NOT BTRIG(0) THEN 3B0 ELSE RO=RO+l 
390 BEEP; IF ROM0 THEN 40 ELSE 50 
400 ^SPRITE DftTA 
410 DATA C0,F0,7C f ?F,3F ,3F ,1F ,IF 
420 DATA 0F,0F,07,07,03,03,01,01 
430 PATA 00,00,00 T0©,C0,F0 tFC tFF 
44¢ IlATA FF ,FE ,FC ,F8 ,FG> ,E0 fCl? , 80 
450 vROUMD DATA 
460 DATA 08 ,08,00 ,@9 ,FF ,(?S ,08 ,08 T15 
470 DATA 01,00,0®,00,00,00,00,81t 4 
4813 DATA 80,40,20,10,08,134,02 ^ 8 
49© DATA 313,00,00 ,0¢ ,00 ,0¢ ,00 ,1 
500 DATA AA,55,AA,55,AA T55,AA,55,32 
510 DATA 81,42,24,18,18,24,42,31,16 
520 DATA S0，02,20,0S,10，04,40，01, 8 
S30 DATA 54,2B tF4,2B,DC,2B,D6 TAA,34 
540 DATA 42，E7-7E,3C,3C,7E-E7,42,36 
550 DATA 96,96,60,79,96 *96,66,E9,36 

C 

シヨート，プ□グラム，7，イランド193 



STAFF 

次回のMマガを見ると、みんな驚愕！ 
するかもしれないな。そのタネ明かし 
は、次号でわかるよ。で、ちなみに、 
特集はMマガ得意のツールの大公開。 
マルチブレイゲームを作ってみよ一！ 

A c-i i. 卜i n —糾 
^EnA jJ(- - s ■- T HrJ 
■ w . . i£t Ifc 1 ■ル.[1l 文B. ■iHA a 11111 ffe ^ fr An 

IHI集長-- WIH 片軻寫太郎 抽川 ft 

铒樂スタパ？*- 一宮朴 雜 藪 金片 
金天八十男 田中！;變子 w并 納士 

巧 ft布 は m 
本，f 游村 私— 伊.® みか 

牧f 食昍_俅 典唯叉* + 

m 酬 味 E+.«a*D 

宝地 千里 大塚ft利子 川41 tt 

入:I n：t 有沢 .育子 f?.i| 議 
i令木 弘明 竹 軎宽 山田喪*乎 
二* 康夫 京ft 伸 林木 K- 

A冬 •け 奔边 41 本田 tn 
,1守 估ィ 中” »子 ，興水平百含 

小倉 愉+ 松本 H 一 職 w子 
E&/(| TT沢典佐子 mm ..4 

If田 劣 
恥作ズタ，？- 一本間 佐井 肩W 01田 泳令 

mis 明-T 佐* 取人 ポ呤+; f 

晒 t 小山 他介 小衫 ¢*1.1: 

滴 任幸 
mi-- 一上科 利幸 山 裕生 Kn 

田中 土万 幸W 林 太*! 

可嘹 故i 技!S ,f- 

ハ.，1 mi IK l« 

裕免 tfift 光法 三幷 it久 

神a 大 1,麻 三沿 fi私 
山由 U A 下阳 h移. 

十栗 想也 u ._ 小！• C 

内 鬼麻 :S# 布被 15也 
中光 妃* 4-之 

山本1#知郎 .k_ホ si 冊 4P j 

Ujn Ksf uj^r E代 w田 *tl■■: 
S明 货奸多希7 fFP 

w作m力- ーニ*a mi スタシオ04 C V G ⑽ S 

il iU fX本由■ザ 内山 mn 
M体 ■ T田彳ilV'f 中 

人劫 _ 讲f 

4子 明T 安田 也 
ァ〆リ姑1i '— ——トレ 云ンド/レフ 

フォトグラフ- —水If A 士 A木嘩为存 
イ号スト-- 一1¢久閗S 王i 夺i Nエリ/] 

しろか中 及川 祕 
大K * f 沿” しW ry 

水n 幸広 利 明 

: 情報電話のご案内 
f) > > .V % Siては、テーハこ J I:. 

アフター々ァUとのM祁をX.しているのてす』！ 

O03-486-1824 
1た，本Aめ肉容•についてのお問い合わせkこ锜問U , 

祝_帑日を<?>そし毎逆!火蝴日から木確8の午後£.時 

かづd時4 Tてわ如いしH係Wか(0抟わK A ■：- I 

すた？-1会なとのために，一畤i，1_铊依乜を 

I Tいも化合むこ.> いi T そめ折けにU,テーパ- 

よ 4 : 戈内にGりJ ? 一 了光くたさい.tせ 

月8日親! ■円 

おたよりのあて先亍107-24東京都港区南青山6-1卜1スリーエフ南青山ビル（株)アスキーMSXマガジン編集部fCOOj係 



株式会社HOIU研究所 GCA RD (ジーカード) 
+ 7 7リブーソa >Vフ+を5うにti H AL NO T£カート■卜jジがi： fです 

「遊ぶJから「創るJ「描く/活用する」へ。 
MSX|>新たな可能性と利用範囲を広げて好評の統合化ソフト「HALNOTEjに 
表計爾グラフ機能の「GCALC」が加わり、いよいよ完成領域に達しました。 

しパ-ソナルユ-スし多采5な機能の連携プレ-で、大きなパワ-を発揮します。 

一歩進んだ文苏作成に力を発揮,連文節変換、JIS第2水準、作画棱能の本格装備,. 

日本語ワードプロセッサ 
:L— KllS ^ 

rtf:: r 

ふ：.ノ 
，八..：1 た 

* •"户_， 

連文節変換（2文節最丧一致法）ができ、 
jis mz水準標準裝谰の本格的な櫬能を 
满It,入力は、ひらがな、カタカナ、D —マ字 
対応で、文字サイズ1Q槌現字体はfi视類:• 
すべての編蕖機能は，メニューやアイコンを 
使ってマウスで迸ぶだけの簡単操作r.また. 
作画機能によって文獬中に絵や図を害き 
込むことも自由にできます。 
♦日本117—プロはHALN0TE3点セット 

29,800円に含まれていまt； 

表計算を瞬時にグラフに変換，漢字使用可能、0寓な閲数式の充実掻能。, 

表計算プロセツサGCALCジー働ク( 
横は32項g、縱は123項目までの教偏デー 
夕を計算できる表計算機能しそのデータ 
をたちどころに梯グラス円グラス祈れ線 
グラフに変換できる自勘グラフ作成機能:.. 
入力は漢字変換が利用できhグラフにはコ 
メントを入れられます：. 
また、閲教式の定典も可能で高度な計算 
が行なえます， 
♦オブシaン(表計算ソフト)GCALC 

(ジーカルク）■ ■■ HrsfS"l04 * 14,800円 

「 

t|hl2i2.^3|| 

jC〆. 

ノト》如 

す”， 

情報管理も思いのまま。力ード形式で自分だけのテータベースができあかレ ^ 

力，ド型デ-タベ-スソフトGCAR□ジ-カイ(袖味’ 

, :、 at * 
住所録や名刺背理はもちろんビデオや力 
セットコレクションの整理、文献救理な匕自 
分だけのデータベースづぐりに使いみちい 
ろいろ,力ード形式でテータの整理，s己録、 
検索' 5Q音傾，.降傾のソーティングが自 
由i在にできますすべての操作がアイコン 
によるメニa”遛択の手軽さで、タック印刷 
も可能です. 
•オプション(データベース伟成yフト） 

GCARD (ジーカード）HNS-103パ2,800円 

H A LN 0TE用ポインテイングデ八イス 
HAIN0TEには1最適なホインティングテパイスとして 
「COB礼ISE(二；!ートラックホールコホウス)jが用根さ 

れていよす_ノ7スと居い.淨作のために觔か-，！スベー 

スか不要てす HTS-ft[}']^eOI>R 

★ユ^-ザー登録のお知らせ 
ユ-サー登錚をしていない方は-ハーンョ > デv ノなtのサーヒスか受けh n iせん 
未迂轉の方【灰至急ユーサー苜wしてg.さるよう..お印いいたしir 

+ MSXiJァAキーカflHS-Cォ|"| fの单し 'タレ I ft A聞兄 

C32用統合化ソフト 

HAIJVOTE 
HALNOTEfl-IU 
哪 

fブロセrt + a»ynわサ 

3.5^Mro 

HNS-100 3点セット29,800円 

(HALNOTEの基本機能) 

デスクトツプバインダ 
テイスクやファイルの管理、 
アフVケーシヨンソフトの実 
行なと■をコントP—ル.， 

図形プロセッサ 
方眼付き两_で簡甩なEI 
形や地図を描ぐ..琪集もB 
在な强カドローイング機能, 

デスクアクセサU 
カレンダー彳ス^ゲシューラー)、 

mi, メモ用紙、,t娃姨な 
どがアプリケーションソフト 

動作中て-も料用てきます：. 

日本語ワードプロセッサ 

アプリケーションソフト) 
ネットワークへの麥加や 
図形テ_夕の通價か楽しめる 

1形i信ブロ tzツサrj term (ジ—ターム) 

•オプション■(バソコン通馆 

用ソフト） 

は]形通馆ブロセ.メサ 
G t&rm (ジーターム） 

h^s-ioi.m 細円 
令二の‘ノフトを悚うにはモデムカードj Vジが如.要てす 

ビジネスから個人用jて〇 
欲しい文■が自動的にできあが 

代筆プロセッサU直子の代筆„ 

•オブシ3ン（觖坩擞作の 
文軎作成ソフト） 

代鐮フaセッサ"適子の代 
®*HWS-ro£ 

■8,咖円 

GCALC (ジーカルク) 
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CS32+は、ゲームの迫力もちかうd 

CI32+零角ザ-ムソフト新免鳩" 

，我綠I 
むが，、 

★3ナミから 
— 7ル，プレーヤ■*时总 

rruピリ广/3£>スペシfルj 
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r -sr.s^-t ^ii(f Human E^ectronfc-s 松下艰器産業株式会社 Panasonic 

パナソニックなら、 
文字でも、がぜん 

遊べるのである0 
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